（2018 年）平成 30 年 6 月 26 日 No 45 2017～2018 年度（第 3249 回会報）
会員数 102 名 出席者数 66 名 出席率 71.7％
ビジター紹介（親睦活動委員会

矢治和之委員長）

佐伯秀利 様（宇都宮北ロータリークラブ）
Sunny

Chen 様（台湾

斗六北区 RC）

会長挨拶（印出井敏英会長）

最終例会となりました。本日は佐伯ガバナー補佐様が例会にお見えになっております。1 年間第３グル
ープ A のご指導・ご協力・ご高配を賜り、誠にありがとうございました。心から御礼を申し上げます。
私の 1 年間の大切な使命は、宇都宮ロータリークラブが変化や成長するための種まきに努めながら、65
年の伝統をしっかり受け継ぎ、次の会長にバトンを渡すことであると思い 1 年間活動を致しました。し
かし「失敗は成功の母」と言うように、全てが順調に推移した訳ではありませんでした。総評として、役
員・理事・委員長の皆様又会員の皆様には 100 点満点でも評価しきれないほどの活動をして頂き、良い
結果を出して頂きました。全ての目標が達成されたわけではありませんが、道のりは、友好的で未来へ続
く宇都宮ロータリークラブの発展の道が少しずつ見えてきていると思います。特に飯村幹事には、昔か
らの友人であるかのように二人三脚阿吽の呼吸で、1 年間協力をして頂きました。良い意味で忖度をして
頂き、大きな結果を残す事が出来ました。これは幹事さんが男同士の約束や、男の友情の深さなどを守っ
てくれたと感謝をしています。1 年間のご協力を頂き、いずれ又お返しをしなければと思っています。一
方自分が自分に対する評価は、60 点の合格点を与えても良いのかと思っています。40 点原点の部分は、
後半にお話を致します。幹事さんは、石屋さんで重いのです。とても支えることは出来ず「おんぶにだっ
こ」になりました。本当に有り難うございました。
ガバナー補佐 佐伯秀利様 ご挨拶

皆さん、こんにちは。1 年間ガバナー補佐を仰せつかりました宇都宮北ロータリークラブの佐伯です。
印出井会長・飯村幹事、どうもお疲れ様と言って良いのか分りませんが、私はガ
バナー補佐の仕事として最後に宇都宮ロータリークラブさんでご挨拶をと思っ
ていました。宇都宮北ロータリークラブの例会は木曜日ですが、これが最後のお
勤めだと思っております。今朝パソコンを開きますと、カナダのトロントで開催
されている世界大会の様子が出ておりました。伊東永峯ガバナーエレクトが、行
っておられます。来年の大会は、ドイツのハンブルグです。皆様に協賛して頂きましたスペシャルオリン
ピックス日本・栃木第 7 回地区大会が、6 月 17 日開催されました。本当に有り難うございました。IM で
謝礼などを節約し 25 万円の残金がありました。それを、「希望の風」奨学金に先週振り込みをさせて頂

きました。6 月 18 日にガバナー補佐の引き継ぎを 4 人で行いました。宇都宮ロータリークラブが発展す
るよう、少しでもお役に立てれば良かったかなと思います。皆様のこれからのご活躍をお祈りして、ご挨
拶とさせて頂きます。本当に有り難うございました
新入会員紹介（喜谷辰夫会員）

本年度最後の新入会員の方をご紹介親します。会社は、あいおいニッセイ同和損害保険（株）栃木支店
長兼栃木自動車営業部長という事です。ロータリー歴は、平成 18 年・19 年度水戸東ロータリークラブ、
平成 28 年・29 年度高崎北ロータリークラブです。ご家族は、奥様とお嬢様がお二人いらっしゃいます。
カラオケはかなりお得意です。ゴルフはおつき合い程度とのことです。
南波靖一朗 様
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青少年奉仕委員会報告（熊本勇治委員長）

先週に引き続きまして、台湾の Sunny Chen さんがお見えになっております。お父さんお母さんは、
ロータリアンです。サニーさんご自身も、ロータリーで色々働いております。サニーさんは、日本で就職
したいと就職活動を兼ねて栃木に来ております。
Sunny

Chen 様

皆さん、こんにちは。台湾 3470 地区のサニーです。印出井会長さん飯村幹事さん、1 年間お疲れ様で
した。今、国際貿易と国際事務を探しています。宇都宮ロータリークラブの先輩達に協力して頂き、有り
がとうございます。宜しくお願いします。
次年度幹事 熊本勇治会員 報告

7 月 3 日、第１回理事回を 11 時 15 分から東武グランデ 1F で開催いたします。12 時 30 分より例会、
16 時 30 分より第 2 回クラブ協議会を「うをのぶ」で開催いたします。出席者は、理事・役員・委員長で
す。18 時より同会場で、新旧役員歓送迎会を開催いたします。宜しくお願い致します。
次年度親睦活動委員会委員長 明賀一博会員 報告

次年度親睦活動 第 2 回国際ロータリークラブ 2550 地区ゴルフ選手権大会のご案内です。8 月 21 日
（火）日光カンツリークラブで開催されます。7 月 16 日が参加の締め切りです。ご参加の程、宜しくお
願い致します。
ニコニコボックス委員会（菊池芳幸委員）

誕

生

祝：池田宰会員

印出井敏英会長：1 年間誠に有り難うございます。心から御礼申し上げます。
佐 伯 秀 利 様：ガバナーとクラブの間のパイプ役の 1 年間、色々と皆様にお世話になりました。
南波靖一朗会員：本日からお世話になります。宜しくお願い致します。
関口快太郎会員：先週木曜日、新宇都宮カントリー西の 2 番ホールで、生まれて初めての
ホールインワンをやってしまいました。保険に入っていないので心配です。

卓話｢一年を振り返って｣
飯村悟幹事

1 年間、大変お世話になりました。幹事を務めさせ頂きました飯村です。最初に「幹事をやってくれな
いか」と印出井さんから言われました。その後、病気で済生会にお世話になった時、印出井さんにお見舞
いに来て頂き、断れないなと思いました。今だから正直に言いますと「幹事を片手間でやろう」という気
持ちが半分でした。ところが、両手・両足を使っても追いつけない程で、久しぶりに緊張をした 1 年を
過ごさせて頂きました。他のクラブのロータリーの皆さんとお話をする機会も多くありまして、その中
で色んな所で人と人との繋がりがあると実感致しました。仕事で海外に行き、昨日帰ってきました。お金
を払って商品を持ってくるという繋がりの他に、仕事で人と人との繋がりは商品とお金の上にあるの
か？下にあるのか？上手くゆくなと最近よく思います。国と国とで決まったこと、例えば G7 日米・日韓
で決まったことでも、人と人との繋がりが非常に大切なのだろうな！とニュースを見ていて感じます。
ロータリー活動でも、隣に座っているあるロータリークラブの A さんが「どの様なお酒が好きか」が分
ると、コミュニケーションも上手くとれるように思います。消防自動車事業でタイに行きました。最初は
消防自動車を引き渡せば、その国のプラスになるのだろうな！と思っていました。だんだん交流が出来
て今のような形になってくると、やはり人と人との繋がりが大切かなと感じます。クラブ内では、会長と
私の最初の意思疎通は、はてな？という感じでした。時間を重ねることによって、会長はこの様に考えて
いるのではないかと確信を持ってきました。自分はどの様な発言をすべきか、又委員長にはどの様に言
うべきかを良く勉強させて頂きました。会長には又色々教えて頂きました。幹事は事務処理や、決まった
ことの判断・決められることの判断、その様な事が仕事だと思われがちですが、人の心を読みスムーズに
会の活動をしていくのが仕事かなと思った次第です。クラブのご寄付では、ニコニコボックスへの協力
が今後の課題かと思います。皆様からお預かりする会費は、食事基本的な使い方をさせて頂いておりま
す。消防自動車事業・さんま祭り等の事業は、ニコニコボックスからの資金でまかなわれています。事業
が活発化してゆきますと、お金も沢山必要となってきます。ニコニコボックスでは、お一人＠5000X4 回
で考えております。それでは足りませんので、仕組を変えるか、意識を変え集金能力を上げられれば良い
かなと思います。財団の方ですが、強引にお話をさせていただき申し訳ありませんでした。クリア出来た
ことは、印出井会長に対して出来た事かなと思います。
出席率を上げるのには、魅力ある例会が必要だと思っております。上手く先輩方のこの街に対する思
いや仕事に対する考え方等、宇都宮ロータリークラブの会場私はサロンと思っていますが、このサロン
で上手に引き継ぎをさせて頂きたいと思います。次年度は会報委員会の副委員長を仰せつかっています
が、今年は大変申し訳ありませんでした。会報の発行される迄の仕組を変えようと考えておりました。し
かし、上手くゆかず元の形に戻りました。ここが、大変挫折した点です。大変ご迷惑をかけたと思ってい
ます。私は会長の男気に触れて、1 年間頑張れたと思います。大変有り難うございました。
関口快太郎 SAA

丁度 1 年前の最初の例会で、会の開始時に「第 1 回例会」と言ってしまいました。これは全く引継ぎ
が出来ていないと感じた、私の SAA の最初の会でした。以後、今日まで 1 年間努めて参りました。入会
して 3 年目何も分らない状態で、この様な役を仰せつかり大変だった部分が有りました。ご迷惑を多々
お掛け致しました。食事につきましては、SAA を受ける時「食事には、気をつけるよう」お話を頂いて
いましたが、運営の方を注意すべき事が多く、上手く出来るよう 1 年間頑張って参りました。若手が万
が一 SAA 担当になっても、大丈夫かなという状態まで来られたかなと思います。注意する事多々あり、
又皆様からご指導頂いて気づく事が有りました。温かいご指導の中で、1 年間務められたことに深く感謝
申し上げます。副 SAA の林さん田中さんに支えて頂き、又アドバイスを頂きました。そして、理事会に

出席させて頂き、クラブ全体の流れが徐々に理解できたかと思いました。御礼申し上げます。本当に、有
りがとうございました。
印出井敏英会長ご挨拶

私は「変化することを恐れるより、変化しないことを恐れる」との信念を持ち、宇都宮ロータリークラ
ブが変化するように 1 年間活動を行ってきました。当然未知の世界に入るわけですが、その過程には失
敗もあると思います。失敗を経験することにより、正しい王道を歩く事が出来ると信じています。私の 1
年を振り返ってみますと、先ず第 1 の反省点は、会報の発行が大幅に遅れてしまったことです。ここ数
年 RI は、公共イメージの向上が必要であると強調しています。その為に当クラブも会報発行システム等
を変更し、広報活動の推進に取り組もうと考えました。この件に関しては、第 1 回クラブフォーラムで
も話し合われました。その理由は次の様なことです。①RI 目標の公共イメージの向上の為。②クラブ会
報委員会や事務局員の負担軽減の為。③テープレコーダーで録音し文章化していますが、手間と時間も
かかりレコーダーやテープも無くなりつつあります。この理由によりデジタル化に移行しようとしたの
ですが、不慣れなため 1 週間では発行できず大幅に遅れてしまいました。会報委員会や幹事さんが早く
発行するにはどうしたら良いのか検討中でしたので、話があるまで見守り続けました。幹事さんより「一
時、元に戻したい」と話がありましたので、同意しました。故に発行の遅れは私の責任ですので、お詫び
致します。次に、一部の片寄った会員により会の運営がなされているのではとの声を聞きましたが、私が
各役員さんを選出する時に、その様な先入観は持っていませんでした。私が役員さんを選出するに当た
り多くの先輩の会員さんを訪問し役職を受けてほしいと要望しましたが、自身の健康問題や会社の事・
家族の事などで中々役職を受けて頂く事が出来ない事も有りました。とても苦労して選ばせて頂きまし
た。すでに述べた様な事は少しも思っていませんので、出身団体により評価する事は良いことではない
と思います。次にロータリークラブの最高の意思決定は理事会ですので、臨時理事会を開いてでも行う
ことが必要ですとのご意見も頂きました。特にクラブ内規のうち、宇都宮ロータリークラブ海外旅費内
規はサンラフェールロータリークラブと RI 国際大会へ公式参加した場合のみ出張旅費の一部を補填す
る基準があります。タイや台湾への事は書いて有りません。次期からは、これらの件を考慮して規約の変
更を行うよう伝えてありますので、宜しくお願い申し上げます。この件につきましては、私の指示で行っ
たものですから１人５万円補助しました。私は責任を取るために、補助は頂きませんでした。最後に私が
目標としたロータリー財団と米山記念奨学会の目標は、達成する事が出来ました。達成が難しいと思わ
れた事が出来ましたので、各担当の委員長さん・幹事さんには心から感謝申し上げます。この２つに協力
する事は、ロータリークラブの社会奉仕活動に大きく影響しますので、今後もご協力をお願い申し上げ
ます。次期の岡﨑会長は私より経験も長く能力も高く指導力もありますので、より一段と宇都宮ロータ
リークラブを率いてくれると思っております。引き続きご協力をお願い申し上げます。私は７月から一
会員となりますが、この１年間皆様から頂きましたご協力や経験を生かせるようなロータリーの会員で
ありたいと思っています。皆様１年間、誠に有り難うございました。
＝今日の食事＝
三色丼・小鉢（ナスの揚げだし 鶏団子）・味噌
【6 月】

6 月 26 日 1 年を振り返って
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印出井敏英会長 飯村悟幹事

