（2018 年）平成 30 年 10 月 9 日 No 14 2018～2019 年度（第 3263 回会報）
会員数 106 名 出席者数 69 名 出席率 71.9％
ビジター紹介（親睦活動委員会 明賀一博委員長）

川名悟様（宇都宮 90 ロータリークラブ
2550 地区第 3 ｸﾞﾙｰﾌﾟ A ガバナー補佐 ゲストスピーカー）
会長挨拶（岡﨑善胤会長）

本日も例会にお集まり頂き有り難うございます。9 月 30 日第 2 回 RLI（ロータリーリーダーシップ研
究会）が開催され、その時の修了書が届いております。町田会長エレクト・善林副会長・大矢 SAA の 3
名です。ロータリーを深く理解し楽しむための素晴らしいプログラムです。私も昨年参加させて頂きま
した。このプログラムはこれからも続きますので、是非皆様にもお勧め致します。本日はガバナー補佐に
お越し頂いております。そして、例会終了後クラブ協議会を行います。本日もよろしくお願い致します。
快出席祝（出席委員会

稲野秀孝委員長）

近藤隆亮会員（31 年）藤井昌一会員（26 年）増渕好次郎会員（18 年）明賀一博会員（11 年）
片山辰郎会員(10 年) 池田宰会員（5 年）秋本薫会員（5 年）和田均会員（4 年）岸本卓也会員（2 年）
小島克之会員（2 年）加藤雅敏会員（1 年）増田仲夫会員（1 年）

新入会員紹介（吉田範行会員）

長谷部周彦さんをご紹介させて頂きます。長谷部さんは、東日本電信電話㈱ 栃木支店長です。6 月末
に着任されました。推薦は、増渕会員と私です。NTT さんと私共ガス会社は、共にインフラ業界で非常
に親近感があります。職場もすぐ近く、単身赴任同士、住まいもお互い駅東口、共通点が多々あり、色々
な会合にご一緒させて頂いております。人柄も素晴らしい方ですので、すぐ宇都宮ロータリークラブに
も溶け込まれるのでは、と思います。
長谷部周彦（はせべ ちかひこ）様
東日本電信電話㈱

理事 栃木支店長

出 身：神奈川県
家 族：奥様 お子様お二人
推薦者：増渕好次郎会員 吉田範行会員
所 属：社会奉仕委員会

新入会員紹介（岸本卓也会員）

松永建太さんをご紹介いたします。㈱ドコモ CS 栃木支店長です。ご出身は、東京です。下野新聞に
ご挨拶にお越し頂いた時、宇都宮で頑張ると明るくおっしゃっていました。宜しくお願い致します。

松永建太（まつなが けんた）様
（㈱）ドコモ CS

栃木支店

支店長

出 身：東京都
家 族：奥様 お子様お二人
推薦者：藤井晶一会員 岸本卓也会員
所 属：社会奉仕委員会

社会奉仕委員会報告（関口快太郎委員長）

9 月 28 日気仙沼に行き、今年の「さんま祭り」のさんまのお願いをしてまいりました。見積もりが一
両日中に届くと思います。11 月 3 日のさんま祭りのお手伝いを改めてお願い申し上げます。
「まちかど広
場」レディオベリーの向かい側に 9 時集合です。さんまを皆様に召し上がって頂きます。多くの皆様の
お手伝いをお願い致します。以上です。
ニコニコボックス委員会（石島洋委員）

誕

生

祝：金成倫会員

結

婚

祝：金子昌郎会員 菊池正敏会員 金成倫会員 藤澤智会員 増田仲夫会員 増渕好次郎会員

快 出 席 祝：明賀一博会員 増渕好次郎会員
奥 様 誕 生 祝：菊池正敏会員
菊池正敏会員より
10 月 1 日より埼玉越谷進出に伴い、社名を変更致しました。とちぎん TT 証券㈱です。今後ともよろ
しくお願い致します。
プログラム紹介（プログラム委員会

岸本卓也委員長）

本日の卓話は「私のロータリー」というテーマで川名悟様にお願いをしております。川名様は宇都宮
90 ロータリークラブ所属、国際ロータリー2550 地区第 3 グループ A ガバナー補佐です。川名音楽学院
の院長様です。それでは宜しくお願い申し上げます。
卓話「私のロータリー」
2018－2019 年度 国際ロータリー第 2550 地区 第 3G

A

ガバナー補佐 川名 悟 様

皆さん、こんにちは。只今ご紹介を頂きました宇都宮 90 ロータリークラブ川名悟です。よろしくお願
い致します。本年度 2550 地区第 3 グループ A ガバナー補佐を拝命致しました。重い重責に緊張してお
りまして、今も足が震えております。と申しますのは、ロータリーでお世話
になっております大先輩が各テーブルにお座りになっておるからです。ご挨
拶を兼ねた卓話をさせて頂くという事で、鈴木パストガバナーを交えて研修
会がありました。ガバナー補佐はガバナーと各クラブのパイプ役に徹します。
そこでガバナー補佐は卓話をしないという事になりましたが、宇都宮ロータ
リークラブ会長の熱意と幹事の「卓話でなくともピアノの話でも」との熱意
に負け、こちらに伺いました。
RI 会長バリー・ラシンが言っております「Be the Inspiration」
。 解釈が難しいですが、インスピレー
ションを語れと言っております。私は、伊東永峯ガバナーの 7 つの重点項目の達成を皆さんと共に頑張
っていけたらと思っています。また、岡﨑会長の掲げるテーマには「ロータリーは何をするのか？」各々

のロータリーの価値を行動しましょう！とあります。意味深い言葉と思います。会長と共に達成される
よう願っております。
10 月 26 日から 28 日迄地区大会が開催されます。その際、記念樹をポールハリス生誕 150 周年記念植
樹として、宇都宮グランドホテルに植樹することになりました。この記念樹は、ポールハリスが帝国ホテ
ルに植えたものです。その接木をしたものが流れ流れて桐生ロータリークラブにございました。その木
を植えるという大きな計画ですので、とても楽しみにしています。
ここからは、テーマ「私のロータリー」のお話をさせて頂きます。私は 1995 年 4 月 10 日に入会しま
したが、入会して半年、私は音符しか分からないので「そろそろ辞めなくては！」と思っていました。ほ
かの会員の方は、建築・土木・電気・機械等のご出身の方が多く、私とは話が全く合わなかったからです。
しかしその後、
「君は教育をやっているんだろう！」と言われ新世代委員会に入った事が、私がロータリ
ーを続けられた理由であると考えており、那須にある大学の地区セミナーに委員長の代わりに出席した
ことが、ロータリーに深く携わることになったきっかけであったと感じております。次の年、幹事も会長
も経験のない私が、地区のライラ委員長を引き受けさせていただくことになりました。新世代・新世代プ
ロジェクト、今は青少年と名は変わってきましたが、一番動かなくてはならない委員会であることにか
わりはありません。ライラは泊りがけ、インターアクトはいろんな所へ行かなければならず、青少年交換
は成田まで迎えに行かなければならない、といろんな事があります。私が入会した当時、宇都宮ロータリ
ークラブさんの例会場はロイヤルホテルでした。そのとき、宇都宮ロータリークラブさんへメイクアッ
プに行きなさいと言われました。メイクアップに伺うと、例会場にドリンクコーナーがありました。その
席で「ビールは好きですか？沢山飲んで下さい」と言われ、3 杯ほど飲んだ記憶があります。メイクアッ
プでビールを飲んだのは、その時だけです。こちらには、そのような懐かしい思い出があります。先ほど
矢嶋先輩にお会いし、85 歳になられたと伺いました。私も見習っていきたいと思います。私が新世代・
新世代プロジェクト・青少年委員になって地区で 13 年間、13 人のガバナーに仕えてきました。青少年
委員会の中の大きな仕事に 100 年委員会の講師の派遣があります。この 100 年委員会を作ったのが、矢
嶋さん方です。当時、青少年が職場体験を希望する事が盛んで、ロータリーで講師派遣をしたらどうかと
いう事になり、栃木県教育委員会に何度も通いました。栃木県教育委員会・宇都宮ロータリークラブ 100
年委員会様で協議をしていただき、宇都宮ロータリークラブさんで「やろう！」と、熱意を出して下さり
ました。私が各クラブにアンケートを取り 1 冊の冊子が出来上がる頃、次の近藤隆亮ガバナー年度にな
りました。近藤ガバナーに「名簿を作る事は賛成しないけれど、君がやってきた仕事は最後までやりとげ
なさい」と言われました。近藤ガバナーがおっしゃった事は正しかったと思っております。残念ながら、
学校の窓口は厳しいです。連絡を取っても学校側の担当者は変わりますし、ロータリー側も変わります。
パイプは、あっても段々無くなってしまうものです。100 年委員会を続けられているのは、今では宇都宮
ロータリークラブだけです。守って頂きありがとうございます。パイプというのは、新世代も、青少年交
換もインターアクトも同様です。昔ロータリアンに韓国とのパイプをお持ちの方がいたため韓国と交流
をしておりましたが、今度は台湾とのパイプ役を務めて下さるロータリアンの方がいらっしゃいます。
今度はこちらをどのように軌道にのせるかが、これからの課題だと考えております。人との繋がりは個
人間ではなく、クラブ間で出来ればいいな！と考えています。宇都宮ロータリークラブでの私の最初の
メイクアップ時のビール、岡﨑会長・幹事の熱意、多くの皆様と会えてやってきた事等、私のロータリー
活動での思いを話させていただきました。どうも有難うございました。これからも宜しくご指導くださ
い。

【10 月卓話予定】
10 月 9 日(火)「私のロータリー」
2550 地区第 3 グループ A ガバナー補佐

川名 悟様
10 月 16 日(火) クラブ特別休会

10 月 23 日(火) ガバナー公式訪問例会
10 月 30 日(火) 未定（タイ・パトムワンＲＣ 来訪）
＝今日の食事
カレーライス
ミックスフライ
サラダ
福神漬け

会報担当：池田 剛 会員
画像担当：菅谷隆臣 会員

