（2018 年）平成 30 年 12 月 4 日 No 2１ 2018～2019 年度（第 3270 回会報）
会員数 105 名 出席者数 66 名 出席率 67.3％
ビジター紹介（親睦活動委員会 明賀一博委員長）

松本宜響（弘元）様（ゲストスピーカー）宇都宮東ロータリークラブ
シンディ様（青少年交換学生）
大矢裕啓 SAA

本日は 12 月第 1 例会ですので総会を行います。会員数 105 名、出席会員 66 名ですので、総会は成立
します。進行は岡﨑会長にお願い致します。
会長挨拶（岡﨑善胤会長）

総会を行います。3 点、皆様にお図りさせて頂きます。1 点目 2019 年～2020 年度理事役員の件、2 点
目会長ノミニーの件、3 点目 2019 年～2020 年度の地区大会変更の件です。先ず、宇都宮ロータリーク
ラブ細則第 3 条選挙と任期、第１節手続きとしまして「会長は、選挙 1 ヶ月前迄に本クラブ役員及び理
事の選挙日時を改訂しなければならない」とあります。10 月 31 日の例会時、会長挨拶で皆様に提示さ
せて頂きました。その後「第 3 節の立候補者及び候補者の推薦等は、選挙 7 日前迄に幹事に申し出なけ
ればならない」となっています。7 日前は 11 月 27 日でしたが、申し出がありませんでした。11 月 27 日
の例会終了後、指名委員会を開催させて頂きました。町田会長エレクトと私の方から案を指名委員会の
方々に提出し、承認を頂きました。そして本日の理事会でも承認を得ましたので、本日の総会に図らせて
頂きます。
宇都宮ロータリークラブ細則第 3 条第 2 節、会員及び指名委員会は、いずれか一方又は双方が会長・
副会長・幹事・会計・会計監査（SAA）その他 5 名の理事を立てる事が出来る。指名委員会のメンバー
は、本クラブの元会長、会長エレクト、幹事と、手続きを取らさせて頂きました。承認を頂きました内容
を申し上げます。会長は町田会員、副会長は明賀会員、幹事は大矢会員、SAA は手塚会員、会計は増田
会員、理事は喜谷会員、三井会員、小島会員、酒井会員、熊本会員の 5 名です。以上が承認を頂きました
役員です。皆様、ご意見のある方はお願いします。拍手多数をもって承認させて頂きます。
次に、会長ノミニーの件です。定款 13 条理事役員及び委員会、第 5 節「役員選挙に定められている会
長の任期、就任前 18 ヶ月～2 年以内に選挙し選ばれた会員を会長ノミニーとする」とあります。こちら
も 10 月 31 日の例会時に推薦及び立候補のご案内を申し上げましたが、推薦及び立候補がありませんで
した。11 月 27 日の指名委員会での承認、そして本日理事会での承認を得まして、会長ノミニーの推薦は
善林会員です。拍手多数で承認させて頂きます。
最後に、2019 年～2020 年度地区大会開催日変更の件についてです。国際ロータリー2550 地区の地区
大会が 2019 年 11 月 16 日から 17 日と決定されました。が、その後国際ロータリーゾーン 1・2・3 の第
48 回ロータリー研究会と重複していた為、日程変更の通知がありました。協議の結果、2019 年 11 月 9
日から 10 日に変更となりました。この変更について、クラブとして「賛成か反対か」を地区から問われ
ております。保有投票権は、クラブ人数 25 名で 1 票です。当クラブは、4 票です。賛成の方は挙手をお

願い致します。ありがとうございました。全員一致という事で、地区大会日変更賛成とさせて頂きます。
以上を持ちまして総会を終了させて頂きます。
誕生祝（親睦活動委員会 伊原修副委員長）

松永建太会員 印出井敏英会員 小針直哉会員 菊地正敏会員
加藤幸夫会員 熊本勇治幹事 森田浩敏会員
結婚祝（親睦活動委員会 伊原修副委員長）

松永建太会員（29 年）長谷川正会員（45 年）矢嶋昭司会員（57 年）佐々木栄典会員（17 年）
酒井誠会員（25 年）
奥様誕生祝（親睦活動委員会 伊原修副委員長）

印出井由紀子様 青木三起子様 森田恭子様 天谷秀美様
幹事報告（熊本勇治幹事）

12 月 1 日現在会員数 105 名（他名誉会員 2 名）です。先ほどの総会で、次年度理事そして会長ノミニ
ーの決定をさせて頂きました。地区大会日変更賛成の了解も頂きました。ご協力を有難うございました。
来週のクリスマス例会では、ビンゴ大会・ジャズの演奏等予定しております。多数の皆さんのご参加をお
願いします。青少年奉仕委員会では、児童養護施設「きずな」で 12 月 15 日クリスマス会を予定してお
ります。さんまの義援金 38 万円の内、16 万円を使わせて頂きます。来年１月の第 1 例会は、お正月気
分を味わえる例会にしたいと考えております。12 月のロータリーレート、1 ドル 112 円です。
各委員会報告として、クラブ奉仕委員会でクラブフォーラムがありました。来年 4 月のフォーラムで
は、更に充実したフォーラムにしてゆきたいと思います。そして青少年交換学生のシンディさんのホー
ムステー先が、私の家から岡﨑会長のご自宅に変更になりました。
シンディさん

皆さん、こんにちは。シンディです。１０月、京都と広島に修学旅行に行って
きました。湯豆腐が美味しかったです。本当に、楽しい旅行でした。友達と先生
がとても親切です。今は岡﨑ファミリーにお世話になっております。岡﨑パパと
ママは、とても優しいです。有り難うございます。

親睦活動委員会 明賀一博委員長

12 月 11 日来週の例会は、クリスマス例会です。現在参加人数は６０数名ですが、はがきで不参加と返
信された方でも未だお席の余裕はありますので、ご都合がつきましたらご連絡を頂けましたらと思いま
す。来月１月８日通常例会後「うをのぶ」で新年会を行います。ご案内をファックスでご連絡を致します。
多くの会員様のご参加をお願い致します。
ニコニコボックス委員会（石島洋委員）

誕

生

祝：関口快流会員 印出井敏英会員 加藤幸夫会員 菊地正敏会員 熊本勇治幹事

結

婚

祝：長谷川正会員 佐々木英典会員

奥 様 誕 生 祝：青木直樹会員 印出井敏英会員
関口快流会員：先月 11 月 14 日宮崎のダンロップフェニックス プロアマ大会で、
松山英樹と一緒にプレーが出来ました。

松 本 弘 元 様：お世話になります。
加藤幸夫会員：11 月に会社創立 50 周年を迎えました。
プログラム紹介（プログラム委員会

岸本卓也委員長）

本日の例会卓話は「書の魅力 中国・台湾との交流を通して」です。松本宜響先生、本名松本弘元様に
おこし頂いております。ご出身は、宇都宮市です。栃木県書道連盟会長として、栃木県の書道を牽引され
ています。宇都宮市花蔵院のご住職もされています。松本先生、宜しくお願い致します。
卓話「書の魅力

中国・台湾との交流を通して」

松本宜響様

栃木県書道連盟会長
宇都宮市花蔵院住職

只今ご紹介を頂きました松本と申します。私は、宇都宮東ロータリークラブに所属をしております。こ
ちらのクラブさんと同じ時間帯に例会を開催しております。大変緊張をして
おります。私どものスポンサークラブは、宇都宮ロータリークラブさんです。
メンバーさんは、大先輩ばかりです。岸本下野新聞社社長さんから「書の事・
書道連盟の活動・中でも中国浙江省・台湾との交流のお話をして頂けたら」
という事で参りました。どうぞ、宜しくお願い致します。昨日は、１日珍し
くパソコンの前に座り、パワーポイントを作成してきました。栃木県書道連
盟は、昭和 22 年 11 月（1947 年）の創立です。中国では、中国書道協会の歴史は 30 年位です。栃木県
の書道連盟の歴史は、71 年になります。目的は書道を愛好し・会員相互の研鑽と親睦に努め、書道の発
展と普及、本県文化の振興に寄与する事です。現在の会員数は 703 名です。連名には 3 つの部がありま
す。総務部・書展部・研修部です。総務部は、会報の発行や高校生で書道を学び成果を上げた生徒さんを
顕彰するという事で、高校卒業時に各学校で表彰をして頂いております。
「書の心 つなげ未来へ 栃木
から」これは、創立 70 周年時に記念のロゴを制定しました。栃木から中国や台湾と交流し、新たに高校
生や中学生に我々の伝統文化を引き継いでもらいたいと活動をしている部です。研修の部は、講演会・研
修旅行・実技講習会をする部です。講演会は、総会の後行われます。昨年は、高木厚人先生に講演をお願
いしました。研修旅行は、今年 3 月に行いました。研修旅行は、ただ行くだけでなく現地との交流も深
めようと早めに計画しました。台湾高雄市の文化会館で我々の作品を展示して頂き、台湾の書法連盟の
先生方と展覧会を通じ、研修・交流を深めてまいりました。6 月 15 日台湾からも 10 名の方に来県して
頂き、また「県民の日」ということもあり、友好の交流日本展を開催いたし
ました。特別講演として、黄嘗銘先生「中山王国文学」という戦国時代の講
演を頂きました。書道連盟は、下野新聞岸本社長さんが会長を務める下野書
道会主催の「下野 50 人展」等にも、協力をさせて頂いております。栃木県
芸術祭美術展書道部門にも協力させて頂いております。書道をする時、漢字
（12 月 4 日：当例会場にて）

を大切にする意味から、中国や台湾との交流が必要かと思い、1993 年当時
の栃木県知事渡辺知事さんが中国浙江省で友好協定を結んでから 25 年にな

ります。浙江省との交流の前に、西（冷）印社と交流をしておりました。小さな交流は、たくさんありま
す。2009 年 3 月に浙江省栃木県書法友好交流展（中国展）で、展覧会を開催する事が出来ました。この
写真は、開幕式です。背の高い方が現地の村長さんです。こちらは、主席の方です。村長さんの隣は、私
共の当時の会長です。この時中国側が 60 名、日本側が 215 名の出品でした。その時、5 年に 1 度このよ
うな催しをとしようと覚書を交換したのですが、この時分、尖閣問題があり実際には難しかったです。し
かし、中国で書道をされる方々が民間の交流が大切と、浙江省の有志の方達が栃木に参りまして、文化セ
ンターで展覧会を開いてくれました。その時「出初式」に知事さんにご参加いただきました。私達は台湾

に行ったとき、日本酒をお土産として持っていきました。皆さん日本酒を大変好まれ、現地の理事長さん
は「日本人大好き、6 月には必ず日本に行く」と日本酒を飲まれていました。日本酒は、とてもブームに
なっているようです。その時の展覧会の会場で、お互いに書を書きました。中国や台湾との交流は大切で
あると思いました。今年の 9 月に浙江省の村長さんが栃木県に来られ福田知事さんと会談後、歓迎レセ
プションが行われ、私もご一緒させて頂き大変感激しました。その時に、次回は福田知事さんが浙江省に
出かける事になり、今月 17 日又は 18 日に出発されるのではないかと思います。出来ましたら、私も行
きたいと思っています。村長さんと知事さんの会談後のレセプションで詩を書かされるのではないかな
と思っています。中国語で「お互いに親しみは、同じ風が吹いている。もし親友という事が出来れば、言
葉が通じないとしても心が通じるのではないの」という詩です。私は、この詩をここで書かせて頂けたら
と思います。簡単ですが、書道連盟の紹介をさせて頂きました。本日は、有難うございました。
【12 月卓話】
12 月 4 日（火）書の魅力「中国・台湾との交流を通じて」
松本宜響様 栃木県書道連盟会長 宇都宮市花蔵院住職
（株）栃木県民球団 球団統括本部長
＝今日の食事
中国料理弁当
エビのチリソース・豚肉のオイスターソース炒め
鶏の唐揚げ・春巻き・ザーサイ・餃子
ごはん スープ

会報担当：池田 剛 会員
画像担当：飯村 悟 会員

