（2018 年）平成 30 年 7 月 3 日 No 1 2018～2019 年度（第 3250 回会報）
会員数 102 名 出席者数 69 名 出席率 74.2％
ビジター紹介（親睦活動委員会

明賀一博委員長）

タマン ラズ・クマリ様（米山記念奨学生）
赤塚茂様 池田剛様 渡邊弘様（新入会員）
会長挨拶（岡﨑善胤会長）

本日より、宇都宮ロータリークラブ第 66 代の会長として大役を仰せつか
りました岡﨑善胤と申します。1 年間しっかりと楽しいロータリークラブに
なるように、又実りのあるロータリークラブになるよう頑張っていきたいと
思います。皆様のご協力をお願い申し上げます。
今朝、会長挨拶に何をお話しようかと考えましたら、急に足が震え出しま
した。この後、方針を皆様にお伝えさせて頂きます。宜しくお願い致します。

米山記念奨学委員会

奨学金贈呈

草野英二カウンセラー

タマン ラズ・クマリさんに奨学金をお渡し致します。
誕生祝（親睦活動委員会

明賀一博委員長）

久保井一臣会員 三井勝滋会員 長谷川正会員 西村拓浩会員 戸田博之会員 岡﨑善胤会長
旭野好紀会員 喜谷辰夫会員 渡邊定夫会員 吉田範行会員 町田卓大会員
結婚祝（親睦活動委員会

明賀一博委員長）

天谷健二会員 小島克之会員 斎藤幸一会員 関雅樹会員
奥様誕生祝（親睦活動委員会

加藤知美様

明賀一博委員長）

関裕子様 北村正子様 小針雅美様 宮田怜子様 酒井淑美様 助川ミサ子様

新入会員紹介（藤井昌一会員）

渡邊弘様をご紹介致します。推薦者は、太田周会員と私藤井です。お生まれは昭和 30 年です。お住ま
いは栃木県大田原市、毎日宇都宮までお通いになってらっしゃいます。学校法人船田教育会作新学院
大学並びに作新学院大学女子短期大学部学長先生です。推薦者の太田先生の後任の学長さんです。宇
都宮大学教育学部長をされていた時には、附属小学校の校長先生も務められておりました。宇都宮大
学教育学部長を務められた後、作新学院大学の学長先生です。小林一茶の研究では、日本の第一人者で
いらっしゃいます。奥様とお二人で大田原にお住まいです。趣味は、ゴルフそして旅行です。
渡邊弘様

学校法人船田教育会 作新学院大学・作新学院大学女子短期大学部 学長

趣

味：ゴルフ 旅行

ご家族：奥様
推薦者：太田周会員 藤井昌一会員
所

属：米山記念奨学会委員会

新入会員紹介（善林隆充会員）

赤塚茂様をご紹介致します。野村證券（株）宇都宮支店支店長様です。毎年 1 月の展望を期待したい
なと思っております。お生まれは大阪市高槻市です。現在は単身赴任、ご家族は奥様とお二人のお嬢様
です。お生まれは、昭和 42 年です。趣味はゴルフ、スポーツは全般プレーも見るのもお好きだそうで
す。
赤塚茂様

野村證券（株）宇都宮支店 支店長
ご家族：奥様 お嬢様お二人
趣

味：ゴルフ スポーツ全般見ること・プレーする事

推薦者：善林隆充会員 熊本勇治幹事
所

属：社会奉仕委員会

新入会員紹介（大矢裕啓会員）

池田剛様をご紹介致します。池田様は、大和証券（株）宇都宮支店支店長様です。昭和 48 年のお生ま
れ、大変若い支店長様です。東京都練馬区のご出身です。どうぞ、宜しくお願い申し上げます。
池田剛様

大和証券（株）宇都宮支店 支店長
ご家族：奥様 お嬢様お二人
趣 味：ゴルフ
推薦者：大矢裕啓会員 飯村悟会員
所

属：会報委員会

幹事報告（熊本勇治幹事）

この一週間、大変ばたばたとしておりまして皆様にはご迷惑をお掛けしております。徐々に慣れてい
くと思いますので、ご協力を宜しくお願い致します。理事会のご報告をさせて頂きます。承認事項としま
して、会長方針・会長テーマに関しましては、この後お話をさせて頂きます。定例理事会は、毎月第 1 例
会日 11 時 30 分より開催されます。臨時理事会に関しましては、クラブ細則第 5 条第 3 節により開催さ
せて頂きます。理事会出席者は、理事 12 名、副幹事・副 SAA それぞれ 2 名、副会計 1 名、計 17 名で運
営させて頂きます。議事内容により関係する委員会の出席は、常時要請させて頂きます。県知事・市長は
名誉会員です。7 月 1 日の会員数は、102 名です。入会予定者 1 名、入会申請者 3 名、会費は寄付金を含
めて年間 26 万円となっております。例会は年 45 回、ガバナー公式訪問例会は 10 月 23 日です。クラブ
協議会は年 6 回、クラブフォーラムは年 2 回です。クラブ総会は、12 月 4 日を予定しております。4 つ
の内規の内 3 つは承認され、海外旅費内規は理事会で協議合意のうえ上限を 10 万円とさせて頂きまし
た。継続入会会員の入会金につきましては現行通り 5 万円、テーブルミーティング補助金も現行通り 1

人 3,000 円とさせて頂きます。ふるさと宮まつりでは、10 万円寄付をさせて頂きます。今月最後の第 5
例会は夜間例会です。親睦活動委員会で内容の企画をしております。第 22 回 2550 地区インターアクト
の年次大会については、人数が確定次第ご報告致します。事務局については、1 年間の労働契約を結ばせ
て頂きました。今月のロータリーレートは、1 ドル 110 円です。以上です。
プログラム紹介（プログラム委員会

辻博明副委員長）

本日は、岡﨑年度第 1 回例会です。岡﨑会長と熊本幹事に、1 年間の方針を語って頂きたいと思いま
す。
宜しくお願い致します。
卓話「新年度を迎えて」
岡﨑善胤会長

宇都宮ロータリークラブ第 66 代会長の岡﨑善胤と申します。宜しくお願い申し上げます。テーマは
「ロータリーは、何をするか。各々のロータリーの価値を行動しましょう」です。
「皆さんに、行動をし
て頂きたい」という思いを込めて、テーマを作らせて頂きました。今宇都宮ロータリークラブでは、五大
奉仕委員会全ての委員会において、しっかりと事業を行っております。今までも各歴代会長の方針のも
と、様々な事業が行われてきました。東日本大震災の前後で、宇都宮ロータリークラブ事業の内容が変わ
ってきました。66 年の歴史がありますが、震災以降、社会奉仕事業の汗をかく事業が始まったと思いま
した。被災地支援でトラックを送らせて頂きました。気仙沼から頂いたサンマでサンマ焼きの事業行い、
今でもクラブの社会奉仕事業として続けております。それをサンマだけの社会奉仕事業としてではなく、
その浄財をきずな学園への支援として繋げております。100 年委員会の「地域の先生」というプログラム
は、矢嶋パスト会長が始められました。今も事業として継続しております。国際奉仕では皆さんご存じの
様に、7 月 7 日タイに向け消防自動車が輸送されます。タイで大変喜ばれております。これも汗をかく事
業です。青少年奉仕に関しまして、インターアクトの台湾研修に参加させて頂きました。高校生が 4 日
～5 日間で大きく変わってゆく姿を目の当たりに出来る価値ある事業だと感じております。本年度は、ロ
ーターアクトクラブを更に提唱していこうという地区の方針もあります。宇都宮ロータリークラブでも
準備委員会を作っていこうと考えております。クラブ奉仕では、クラブが１つになれるような事業を行
いバランスのとれたクラブになって頂けるのでないかと思っております。宇都宮ロータリークラブとし
て価値あるバランスのとれた事業にしていくことを１つの基本として、動いて行こうと考えております。
ロータリークラブのベースは、クラブ会員の親睦と奉仕です。皆さんに楽しんで参加して頂き、価値ある
宇都宮ロータリークラブの活動をしていきたいと思います。本音で話せるクラブが必要であり、会員は
お互いに情報を共有し、会員各社の事業を活性化しながら、又活性化した事業の浄財をクラブに還元し
ていく、これが職業奉仕のはじまりと聞いております。当クラブも「例会に来て楽しかった・良かった」
と思って頂けるようなクラブにしてゆきたいと思っております。皆様もロータリーに価値が無かったら、
会員として続かないと思います。ロータリーの価値を皆さん再確認・再認識して頂き、活動をして頂きた
いと思います。今私の会長としてのミッションは、若い方にロータリークラブを楽しく感じて頂き、前向
きに関わって頂く方を増やしてゆく事だと思っています。ここ数年、事業に参加して頂き、その事業の参
加を通じて入会された方が、ロータリーに前向きに参加されています。事業が人を作るという事で、会員
同士のコミュニケーションの中からロータリーを理解されるのではないかと、感じております。１年間
かけて務めたい思いで、テーマを作らせて頂きました。目標を３つ、持たせて頂きました。米山記念奨学
会１人当たり 19,000 円及びロータリー財団の目標額を１人 180 ドルと地区の目標額に近づけること、そ
して昨年参加させて頂きロータリーをより理解出来たと感じておりますロータリー・リーダーシップ研

究会に多数の会員の皆様に参加をして頂きロータリーを理解して頂けたらと、この３つを目標とさせて
頂きます。1 年間、宜しくお願い致します。
熊本勇治幹事

皆様、こんにちは。今年度宇都宮ロータリークラブ幹事を仰せつかりました熊本勇治です。会員の皆様
には、大変お世話になっております。今年度の岡﨑会長より「熊本君頼むね！」と言われ、私に務まるか
どうか不安ではございましたが、地区に出向させて頂いた 5 年間とロータリー・リーダーシップ研究会
に参加させて頂き、ロータリーの全般を勉強させて頂いた事で、何とか 1 年間を全う出来るのではない
かと思っております。地区での 5 年間は、他クラブを拝見する事も多々ありました。青少年奉仕月間や
インターアクト設立週間で 20 近くのロータリークラブにて卓話をさせていただきました。各ロータリー
クラブは基本的な例会でも若干の違いがあって、ロータリーソングも私の歌ったことのない「我等の生
業」を口パクで歌ったこともありました。委員会報告が卓話の後だったり、出席人数と出席率を伝えたり
と宇都宮ロータリークラブではやっていない事も参考になりました。また、私が宇都宮ロータリークラ
ブと他クラブと違うなと思ったことは、委員会活動をきちんと行っているのが宇都宮、他クラブは地区
プログラムに沿って活動や、趣味の会等の親睦を中心とした奉仕活動を行っていることも見させて頂き
ました。宇都宮ロータリークラブでは、委員会活動が充実しており委員会にてクロスプロモーションが
出来ていて、地域に対して・世界に対しての奉仕活動や国際理解・世界平和に貢献をという部分では成立
されているのではないでしょうか。とにかく、私の役目は岡﨑会長のサポートです。調和のとれたクラブ
作りに邁進して参ります。会員の皆様のご協力を宜しくお願い致します。
＝今日の食事＝
牛フィレ肉ポワレ ライス

会報担当：菅谷 隆臣 会員
画像担当：三井 勝滋 会員
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