（2018 年）平成 30 年 10 月 23 日 No 15 2018～2019 年度（第 3264 回会報）
会員数 106 名 出席者数 60 名 出席率 63.2％ 前回修正率 72.9％
MU 会員 渡邊肇会員（宇都宮 90 ロータリークラブ）
ビジター紹介（親睦活動委員会 明賀一博委員長）

伊東永峯様（2550 地区ガバナー）川名悟様（2550 地区ガバナー補佐）
柴田恒男様 岡川光佑様（宇都宮西 RC）
安達佳奈子様（文星芸術大学附属高等学校 インターアクト部顧問）
黒澤俊貴様 今井悠太様 秋間勇輝様」
（文星芸術大学附属高等学校）
会長挨拶（岡﨑善胤会長）

例会にお集まり頂き有り難うございます。本日は、伊東ガバナーにお越し頂いております。事前にガバ
ナーと私そして幹事で懇談会をさせて頂きました。緊張の中ですが、大変為になるお話をさせて頂き、と
ても参考になる 1 時間でした。これからのクラブの運営に役立たせて頂きます。本日は公式訪問、今週
末は 2550 地区大会がございます。地区大会成功に向け、多くの皆さんのご出席をお願い致します。パト
ムワンロータリークラブより 16 名の方が地区大会に出席されます。来週当クラブの例会に参加頂ける予
定です。11 月 3 日、社会奉仕事業の宇都宮さんま祭りが有ります。ご参加をよろしくお願い致します。
本日も、どうぞよろしくお願い致します。
ニコニコボックス委員会（菊地正敏委員長）

誕
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祝：三原靖会員

結

婚

祝：前田正典会員 三原靖会員

快 出 席 祝：増田仲夫会員
奥 様 誕 生 祝：前田正典会員 三原靖会員 谷田部幸男会員
斎藤高蔵会員：母の葬儀に際しまして、会員の皆様にはお忙しい中ご会葬、お手伝いを頂き有り難う
ございました。
伊東永峯ガバナー：
柴 田 恒 男 様：伊東ガバナーの随行で参りました。宜しくお願い致します。
岡 川 光 佑 様：本日は随行として、参りました。
川 名 悟 様：本日は、宜しくお願い致します。
インターアクト報告（永井宏樹委員長）

10 月初めに文星芸術大学附属高等学校さんで文化祭が行われました。当クラブ皆様から品物のご協力
も頂きました。売上げの一部をポリオ撲滅活動への寄付としてご協力を頂けるという事です。又お礼報
告としてお越し下さいました。
文星芸術大学附属高等学校

黒澤俊貴様

この度は、文化祭で過大なるご協力を頂きまして誠に有り難うございました。特にお菓子のご提供を

頂きました関口様、大変お世話になりました。本当に有り難うございました。当日行われましたバザー又
募金活動では、45,000 円以上を超える寄付を頂く事が出来ました。今後と
もインターアクト一丸となりまして全力で部活動に取り組む所存です。今後
のご指導ご鞭撻の程、宜しくお願い致します。
インターアクト報告（永井宏樹委員長）

売上げの 3 万円をポリオへ、他北海道義援金そして盲導犬基金へ寄付頂
ける事になっております。ガバナーがお見えですので、直接お渡しさせて頂
きます。
斎藤高蔵会員御礼

母の葬儀に際しまして大変お忙しい中、会員の皆様にはご会葬又お手伝いを頂きまして本当に有り難
うございました。母は 90 歳で年齢には不足はなかったのですが、年には勝てませんでした。安らかに送
る事が出来ましたこと、ひとえに皆様の御陰と感謝しております。本当に有り難うございました。
プログラム紹介（プログラム委員会

岡﨑善胤会長）

2018-2019 年度国際ロータリー第 2550 地区ガバナー宇都宮西ロータリークラブ所属伊東永峯様です。
アドレスを宜しくお願い致します。
卓話「今年のＲＩ目標と地区方針」
2018-2019 年度 国際ロータリー第 2550 地区 ガバナー

伊東永峯 様

皆様、こんにちは。宇都宮西ロータリークラブ所属の伊東永峯と申します。こちらのクラブは知ってい
る方ばかりですので、大変緊張をしております。皆様にご報告申し上げます。
この点鐘の鐘ですが、8 キロぐらいあります。これは東京ロータリークラブ
が、日本のロータリー100 周年記念としてこの鐘を作りました。この鐘を持
って地区内の公式訪問へ訪れ、会長さんに点鐘して頂きたい願いがございま
した。今年と川嶋エレクト（次年度ガバナー）が公式訪問の折、この鐘を会
長に点鐘して頂きます。2550 地区名が刻印されておりまして、宇都宮ロー
タリークラブは最初です。あと 50 クラブが続いております。その意味では非常に貴重な鐘です。一生懸
命持って歩いております。
では私のアドレスですが、ガバナーとして 2 つ皆様にお知らせしなければなりません。1 つは、RI 会
長（バリー・ラシン）の今年の目標をお伝えすること。もう一つは、2550 地区の方針目標をお伝えして
ご了解ご協力を頂く事です。その前に、私がガバナーノミニーに選ばれたのが 3 年前です。3 年前の 1 月
14 日、パストガバナーのガバナー選考委員長さんが私達のクラブに「西ロータリークラブからガバナー
ノミニーを出してくれ」と参りました。その時私は知りませんでしたが、会長幹事がその依頼を受け委員
会で私が推薦されたと後で知りました。
「一週間待って下さい」と伝え、家族に相談しました。家族から
は「せっかくお話を頂いたのだから･･･」と。又クラブの中にもパスト会長が 2 人います。
「大丈夫だよ。
クラブの事は私達がするので、伊東さんは集まりに行って話をすれば良いんだ」と言われました。です
が、お話をするという事は大変難しい事です。昨年、ガバナーエレクト研修セミナーが 3 回開かれまし
た。昨年の 9 月上旬と 11 月上旬に東京高輪で、3 回目は各国からガバナーエレクトがサンディエゴに集
まりました。3 年ごとに規定審議会がアメリカで開催されます。この前決まった事は、ロータリーの柔軟
性です。もっと広く会員を集めようという目的です。昔ロータリーは、１業種１人でした。柔軟性が求め
られてから、１業種５名迄。会員 50 名以上のクラブは、10 名迄という話になりました。職業を持ってい

なくても良いと、何かおかしいと思いませんでしたか？私はロータリーが柔軟性を取り入れることによ
って、柔らかくなり、何処に行くのか分らなくなってきている気がしていました。サンディエゴの国際協
議会に出席した時に RI 会長バリー・ラシンが言ったのは「全ては 1 人のインスピレーションから始まっ
た」という言葉でした。全てと言うのはロータリー、1 人と言うのはポール・ハリスです。ポール・ハリ
スのインスピレーションから始まったという事です。皆さんはインスピレーションをどの様に感じます
か？心の中にそれぞれ異なって響いて感じる想いでは？と、私は思います。これはバリー・ラシン会長の
テーマバッヂで、波を表しています。アメリカ・フロリダ半島の大西洋側小さな島々から出来たバハマ出
身です。会長の話によりますと「私の国は海抜 1m・2m 位の島から成り立っているので、あと 20 年も
すると無くなってしまうのではないか」と、自然環境破壊・地球温暖化を心配しておりました。ラシン会
長は「ロータリーは今もそしてこれからもずっと、ポール・ハリスが画いた団体です。ロータリーの奉仕
は、人々の人生そして地域社会を変えるものです。変化を生み出す奉仕をもっと実現するために、私達は
ロータリーでの自分の役割・世界におけるロータリーの役割をこれまでと異なる角度でとらえる必要が
あります。一番大切な事は前向きな変化を生み出し、今日直面する課題に勇気と希望そして創造性を持
って正面から立ち向かう意欲を、クラブ・地域社会・組織全体から引き出すためのインスピレーションに
なる必要があるのです」と、私達に述べました。インスピレーションと言うのは、それぞれの心に感じた
想いを人々の為・地域社会の為に前向きな姿勢で一生懸命頑張って奉仕しましょうという事ではないか
と私は思います。テーマバッヂの波は、つきることがないですね。つきることなく岸に打ち寄せます。こ
れをインスピレーションに例えた訳です。クラブとしてのインスピレーションを人々の為に、そして各
委員会としてインスピレーションの想いを人々の為に是非奉仕して頂きたいという事を、このバッヂは
訴えているのではないかと思います。これは、今年の 6 月の国際大会のプログラムです。インスピレー
ションという言葉がいたるところに書かれています。私のテーマは「ポール・ハリスを考えて見ようでは
ないか」という事です。ポール・ハリスは、1868 年に生まれました。150 年前です。先々月「ロータリ
ーの友」を見ましたら、150 という数字がいくつか出ていました。江戸から明治になって 150 年、米山
梅吉が生まれて 150 年、ポール・ハリスが生まれて 150 年、今年 150 年というのは 1 つの区切りの年と
感じました。この前北海道の地区大会に行きましたら、北海道になって 150 年だそうです。クラブでも
周年事業を大切にします。5 周年・10 周年・20 周年・30 周年と。昨年 RI の理事さんに「ポール・ハリ
スが生まれて 150 周年ですが、何か考えていますか？」と聞きましたら、2 人の RI 理事さんは何も考え
ていませんでした。私は、ちょっとがっかりしました。国際大会でラシン会長が「1 人のインスピレーシ
ョンから始まった」とポール・ハリスの事を忘れず言ってくれた事に私は嬉しく思いました。ポール・ハ
リスと言う人がいたからこそ、
200 ヶ国 約 120 万人のロータリアンがいるわけです。
その様な意味では、
感謝の気持ちを捧げなければいけません。地区の目標は、ポール・ハリス生誕 150 周年記念事業をやろ
うという事で、色々調べました。ポール・ハリスは、昭和 10 年 2 月 9 日東京に来ました。当時、世界中
を植樹してまわっていました。日本では、東京の帝国ホテルに宿泊し、記念事業として帝国ホテルの中庭
に月桂樹を植樹しました。帝国ホテルのリニューアルの時、中庭に植樹されていた月桂樹を横浜に移植
しました。その時枯れ木寸前となり、それを救ったのが当時東京ロータリークラブ・パストガバナーの矢
野一郎さんです。挿し木によって再生させました。その２世が東京北の丸公園武道館のすぐ近くに植樹
されています。そこに青々と茂っています。もう１つが群馬県桐生ロータリークラブの入り口近くに茂
っていました。昨年桐生ロータリークラブに伺いまして、約 200 本の挿し木を頂いて参りましたが、10
本ぐらいしか根がつかなかったという事です。月桂樹は熱帯植物です。5 月又は 6 月頃、植え替えしない
と根がつきにくいそうです。宇都宮グランドホテルの庭に植樹する承諾を頂き、10 月 27 日（土）13 時
から行います。会長・幹事さんにご参加頂ければと思います。これが私の年度のメインイベントです。ポ
ール・ハリスを考える場所になって頂けたらとグランドホテルに、生誕 150 年の石の碑を建てます。

2 番目として、ロータリー財団への支援をお願いします。一般財団と恒久財団の寄付があります。一般
の寄付は全部 RI に行きます。本部でプールされます。一般は寄付されたお金を運用し、その利子をもっ
て 3 年後に地区活動資金という形で戻ってきます。寄付をするだけではありません。今年 2550 地区でク
ラブの活動資金として申請しているクラブは、51 クラブの中で約半分のクラブです。もっと奉仕活動を
しても良いかと思います。3 年前に寄付されたものは、今年戻ってきます。今年皆様から頂く財団への寄
付は、3 年後には地区に戻ってきます。宜しくお願いします。もう一つあります。ポリオプラス、1 人 30
ドルです。財団への寄付 1 人 150 ドルと合わせて、1 人あたり 180 ドルのご寄付をお願いしております。
文星芸術大学附属高等学校の皆さんからポリオへの義援金を頂きました。ポリオの事例、アフガニスタ
ンに 10 例、パキスタンに 5 例、計 15 例あります。0 宣言は、中々難しいと言われています。戦争地帯
に行って、ポリオワクチンの接種をする事は命がけの仕事となり大変だという事です。
3 番目に米山記念奨学会への支援です。米山奨学会は、米山梅吉さんと言う方が始められました。米山
さんは、国際親善と世界平和の為に東南アジアから日本に来ている学生達に奨学金出したいと言うこと
から始まりました。日本が太平洋戦争で大変迷惑をかけたという考えからだそうです。米山奨学会を立
ち上げ初代の理事長になったのが古沢丈作さんです。米山さんの生家が上都賀郡西方町にあります。現
在 93 歳と 87 歳の姪御さん 2 人が家を守ってらっしゃいます。10 月 10 日鹿沼ロータリークラブの例会
をそこで行い、私も参加してきました。米山奨学会は、栃木県と大変深い繋がりがあるという事です。現
在 800 名の奨学生に奨学金を出しております。大学で約 10 万円、大学院で 14 万円です。地区でも、そ
ろそろ米山奨学生の選考会があります。大変人気があり、優秀な学生さんが集まります。
4 番目に RLI ロータリーリーダーシップ研究会です。昨年から開かれています。年間 3 回（8 月・9 月・
12 月）のプログラム研修会、質の高いリーダーシップ教育研修会です。是非来年も出席して頂きたいと
思います。
5 番目に、1 クラブ 2 名の純増をお願い致します。現在 51 クラブありますので、102 名の会員が増強
されます。是非皆様のお知り合いの方を、ご推薦頂けましたら有りがたいと思います。
6 番目は、出席向上とメイクアップの奨励です。私がロータリーに入会して 37 年になります。最初に
メイクアップに会員を連れて行ったのが宇都宮ロータリークラブです。マスキンさんで開かれていまし
た。大変懐かしいです。宇都宮ロータリークラブに行こうと思っても、1 人では中々行けません。その時、
大谷の渡辺さん村山金平さん達が私達を迎えて下さいました。私が推薦した会員は、私が一緒に他のク
ラブへメイクアップに行かせて頂いております。宇都宮市内には 10 ロータリークラブがあります。月曜
から金曜日まで、どこかで例会が開かれていますので是非他のクラブを訪ねて見て下さい。自分のクラ
ブを見直す視野を広げる一番の機会と思います。ロータリーのバッヂは、世界 200 ヶ国 120 万人の仲間
が付けております。このバッヂを付けていれば、どこの国に行っても例会に参加出来る権利を得ていま
すので、広く友達を知ることが出来ます。ロータリーに入会する事は、世界中に知り合いを作る事ではな
いかと思っております。自分の誇りにして頂きたいと思います。ラシン会長・この地区の方針というもの
をお話させて頂きました。宇都宮ロータリークラブが親クラブとするクラブが 13 あります。県内で一番
です。県内のリーダーシップをとって頂きまして、クラブが益々活性化されます事をお願い申し上げま
す。地区内多くの人達と知り合うことが出来事、私の宝になりました。有り難うございます。
岡﨑善胤会長

伊東ガバナー、公式訪問を頂きまして誠に有り難うございました。ロータリーはチャリティーをする
事。災害があったら、2 週間の内に汗をかいてチャリティーが出来ないか？というお話がありました。当
クラブで未だ出来ているかどうか？分らないところですが、今色んな事業をしております。ポール・ハリ
スの本を 2550 地区の会長・幹事にプレゼントして頂きました。ポール・ハリスの主旨をしっかりとクラ

ブの皆さんに伝えながら、まとめてゆかなければいけないとお話をお聞きしながら感じていました。今
週末は地区大会です。ガバナーにおきましては大変お忙しい事と思いますが、ご自愛下さい。本日は大変
有り難うございました。

【10 月卓話予定】
10 月 23 日(火) ガバナー公式訪問例会
10 月 30 日(火) タイ・パトムワンＲＣ 来訪 第３３５０地区ＰＧチャイワイ氏 卓話
＝今日の食事
中華弁当
海老のチリソース・牛バラ肉と大根の煮物
春巻・鶏の唐揚げ
ご飯・餃子・ザーサイ・スープ

会報担当：飯村 悟 会員
画像担当：菅谷隆臣 会員

