（2019 年）令和元年 6 月 11 日 No 43 2018～2019 年度（第 3292 回会報）
会員数 102 名 出席者数 72 名 出席率 77.4％
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。昨日は大雨でしたが、本日はうって変わり爽やかです。例会
の日は、晴れると｢良かったな！｣と思います。米山梅吉記念館というのが、静岡県駿東群長泉町にありま
す。創立 50 周年の式典が今年の 9 月 14 日に三島市の会場で開催されますので、是非この式典にご参加
頂けますよう、ご案内が来ております。又米山梅吉記念館には、年間 150 位のクラブが活用又 4000 名位
のロータリアンが来館されているとのことです。式典への申込みが 7 月から始まります。宜しくお願い
致します。本日の例会から、各委員会委員長の 1 年間の報告です。宜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）

久保井一臣会員（39 年）青木直樹会員（34 年）三柴富男会員（18 年）飯村悟会員（15 年）
柴田彰夫会員（13 年）渡邊肇会員（4 年）西村拓浩会員（2 年）
飯村悟会員 挨拶

過日、父の葬儀に際しまして皆様に大変御世話になりました。有り難うございました。無事、お通夜葬
儀を終えることが出来ました。肺気腫で苦しんでいました。なんとなく楽になった父の姿を見て｢自分も
早くたばこを止めなくては！｣と思いました。大変有り難うございました。
ニコニコボックス委員会（石島洋委員）

誕 生 祝：池田剛会員
快 出 席 祝：柴田彰夫会員 飯村悟会員 三柴富男会員 青木直樹会員 久保井一臣会員
飯村悟会員：過日は、父の葬儀で大変御世話になりました。
市内 10RC ゴルフコンペ打ち上げ残金：
卓話

｢一年間の活動を振り返って｣

クラブ奉仕委員会 善林隆充委員長

クラブ奉仕委員会委員長の善林です。改めまして、宜しくお願い致します。クラブ奉仕委員長というの
は副会長を兼任しておりまして、副会長とクラブ奉仕委員長ではどちらが重
かったかな？と言いますと、私には副会長の方がプレッシャーがありました。
何時もひな壇に座っておりますので、欠席できないというプレッシャーがあ
りました。年間で 3・4 回休みました。クラブ奉仕は出来上がっていました
ので、改めて私がアドバイスをする・改革をする等基本的には無かったと思
っております。クラブ奉仕には、10 の委員会があります。

・職業分類・会員増強委員会は、阿部委員長を中心に一生懸命やって頂きました。例会終了後に委員会を
5~6 回開催しておりまして、その都度議事録を作って現在の進捗状況をふまえてやっていました。新
しい方を紹介して下さった方もいらっしゃいましたが、紹介で終わってしまったり最後のフォローが
足りず入会に至らなかったり、名前を紹介して頂いた事だけの事もありました。紹介者も最後までフ
ォローをして、ロータリーを丁寧に説明をしないと中々入会までいかないのでは？と感じました。こ
れは委員会を通じての 1 年間の反省です。これをふまえて、次年度につなげていければと思っていま
す。
会員増強は、職業分類という役目を担っています。今年の規定審議会に於いて、一業種一社、それが一
業種五社、大きなクラブですと 1 割迄という職業分類の規定がありましたが、今年から無くなりまし
た。一業種で何人入会しても良いと今年の規定審議会で決定されています。そうなりますと職業分類の
意味合いが何処にあるのか？疑念しており、来年以降、この辺りの話が問題視されるのかと思っており
ます。この辺りも次年度につなげていきたいと思っています。
・出席委員会は、出席をカウントしながら出席率のアップの為に動いている委員会です。宇都宮ロータリ
ークラブの出席率は 70％前後、この 10 年位殆ど変わっておりません。これも規定審議会で、メイク
アップは前後 14 日間という規定がありましたが、規定が変わり欠席のメイクアップは、その年度ごと
に何処かに行けば良いという事になりました。余り出席率を強く促すような流れでは無くなってきて
いるかと思います。出席は、例会を楽しく面白くすれば出席率は自ずと上がってくると思いますので、
例会の充実は必須かと思っています。
・クラブ会報委員会は、担当している人が一生懸命人のやりくりをしながら苦労して頑張っておりまし
た。例会をホームページに掲載と非常に大変な作業が多くあります。写真を撮ったりと委員会の負担
も大変になっております。もう少し IT を利用して簡素化出来ないかと思っておりました。IT を利用
出来る時代になっておりますので、今後は検討していかなければと思っています。
・雑誌・広報委員会は、今年余り活動が出来ていなかったかと思っています。内に外に PR をするのが広
報委員会の役目です。来年は、公共イメージ委員会に変わります。公共イメージという事で、内に外に
PR をしながらロータリーのイメージアップを図るのも重要かと思っております。
・会員選考です。職業分類が無くなってきますと、選考基準に変化が出てくると思います。一業種では無
くなりますので、ロータリーのハードルが少しずつ低くなってきます。大きな時代の変化がロータリ
ークラブにも来ていると思います。先輩達がロータリーに入れることに際して色々基準を作り、最低
基準を守ろうという事が有りましたが、なるべく多くの人にロータリーに入って頂こうと意識が非常
に高くなってきています。宇都宮ロータリークラブでは先輩達の教え・基準を守って来ていますが、今
増強に力を入れています。今後この増強に関して、クラブの考え方と地区の考え方のギャップが問わ
れる事になるのではないか？と思っています。宇都宮ロータリークラブと地区が目指すロータリーク
ラブと世界が目指すロータリークラブと、｢基本的には、世界の人のために役に立つ奉仕活動｣ですが、
細かいところでクラブ奉仕のあり方はクラブごとに全く違いがあると思っておりますので、宇都宮ロ
ータリークラブのあり方を変えなくとも良いのではないかと思っております。
・ロータリー情報委員会は、テーブルミーティングを主催しています。ロータリー情報委員会では、ロー
タリーに詳しいパスト会長に、ロータリーミニ情報を例会で話して頂いておりました。ここ数年、この
様なことが出来ておりませんでしたので、もう一度このミニ情報を復活させては？と思っています。
ロータリー情報委員会の重要な役割は、クラブフォーラムにあります。クラブフォーラムは奉仕活動
の報告では無く、クラブの将来像・問題点を話し合う時間を持つべき又フォーラムの充実は重要と思
っております。
・クラブ定款細則・クラブ誌編纂委員会です。今年は定款細則の微妙なところがありまして、例会で変更

がありました。来年も変更の予定がありますので、早め早めに行なって行かないと会員に伝わらないと
思います。そろそろ手続き要覧の日本語版が出来上がってくると思います。定款変更は、次年度行なわ
れると思います。クラブ誌編纂については、2 年後に宇都宮ロータリークラブ 70 周年を迎えます。地
区の指針となるような 70 周年の記念式典・記念事業を行なわなくてはと思っています。これにつきま
しては、次年度以降時間をかけて、皆さんと話し合う必要があるかと思っております。
・プログラム委員会は、岸本委員長が多才な方をお招きをして下さり、今年も興味深い卓話を伺う事が出
来ました。
・ニコニコボックス委員会は、支店長さんを中心にコミュニケーションを取りながら、毎週一生懸命頑張
って頂き、本当に有り難く思っております。
・親睦活動委員会は、明賀委員長が一生懸命やって下さいました。会長の肝いりでやって頂きました。コ
ミュニケーションを取るのも親睦の場でもありますので、多くの会員の皆さんにご参加を頂ければクラ
ブの発展にもつながるのではないかと思います。クラブの力にもなりますので、引き続き親睦活動にご
協力をお願い申し上げます。
私の方から 10 の委員会の報告をさせて頂きました。一年間、各委員長さん有り難うございました。
親睦活動委員会

明賀一博委員長

親睦活動につきましては、奉仕と並んでロータリー活動の重きをなす委員会です。昨年の今頃、この委
員長を引き受けしました時は、とても不安だったことを覚えております。岡
﨑会長の価値という言葉に、親睦を通じてロータリークラブの価値を高めら
れる企画が出来ればと考えた次第です。100 名を超える会員さんの共通の趣
味は何だろうと考えました。ゴルフ・野球・サッカー・音楽・観劇等色々有る
と思います。が｢美味しい物を食べる・飲む｣これが殆どの人に共通する事か
な？と考えました。今年度の目玉のイベントとしまして｢年 2 回、県内と県外
に美味しい物を食べに行こう！｣と岡﨑会長と熊本幹事に相談した上で、これを柱にやってゆこうと企画
を組み立てました。1 年間の活動を簡単にご報告致します。
・7 月末、SAA との共同夜間例会で、ウィスキーセミナーをさせて頂きました。この時サントリービバ
レッジソリューション(株)の方 4 名お見えになっていたと思います。会員さんの出席も良かったです。
外部からも評価して頂きました。
・9 月 17 日、ロペクラブ 那須野が原ファームでゴルフと親睦観光を兼ねたイベントを致しました。ゴル
フは阿部さんが優勝しました。観光組は途中温泉に入り、那須野が原ファームでゴルフ組と合流し皆さ
んに楽しんで頂きました。参加人数は、28 名でした。
定例行事として、クリスマス会と新年会がございます。
・クリスマス会は、ジャスシンガーの増渕淳子さんをお招きしました。70 名の参加でした。
・新年会は｢うをのぶ｣さんで行ないました。
・県外のツアー｢茨城にあんこう鍋を食べに行こう！｣ということで、宇都宮から那珂湊そして水戸で食
事をしました。
・お花見ゴルフは、宇都宮カンツリークラブで行ない、ゴルフ後の表彰式には 18 名の参加でした。
・市内 10 ロータリークラブ親睦ゴルフ大会は、今回当クラブが担当でした。担当委員会には、親睦活動
委員会も加えて頂きました。当クラブからゴルフに 19 名参加、10 クラブで 108 名の参加でした。団
体戦は 2 位、個人戦では関口会員が優勝しました。ここで集めましたチャリティーの一部 20 万円を県
の国体資金へ寄付させて頂きました。
・6 月 15 日桃里カントリー倶楽部で｢単身赴任の会 主催のゴルフコンペ｣が予定されております。
・本人誕生祝・結婚記念祝・奥様誕生祝のお品を手配させて頂きました。

今期始めの資料によりますと、当クラブ最年長 87 歳、最年少 33 歳、平均 60.4 歳でした。共通の趣味を
1 つのイベントで行なう事は凄く難しい事でしたが、2 ヶ月に 1 度の割合で事業をさせて頂きました。今
年度の事業を次年度の委員長さんへ引継ぎをしたつもりです。宇都宮ロータリークラブは 67 年の歴史が
ありますので、クラブフォーラム等で｢過去のイベント・楽しかった事｣等を、親睦委員会へアドバイスを
頂ければ更に良い企画も出来るのではと思います。一年間の活動報告とさせて頂きます。
職業奉仕委員会

新井将能委員長

委員会報告でこの場に立ちますと、最後にまわってくるケースが多いです。委員会報告をさせて頂きま
す。
・昨年 11 月クラブフォーラムで職業奉仕委員会として仰せつかった｢職業人に学ぶ会｣の報告をさせて頂
きました。
・今年 1 月 31 日 宮の原中学校にて｢職業人に学ぶ会｣を開催しております。学校から要請されている講
師の数の問題がありました。リクエスト頂いている業種の兼ね合いもありました。
・旭中学校での｢職業人に学ぶ会｣では、会員以外の講師を呼びました。
多くの会員の方々にご協力を頂き誠に有り難うございました。年度内に開催
致しました｢職業人に学ぶ会｣は、昨年 11 月開催した旭中学校、今年 1 月に
開催した宮の原中学校、合わせて 2 回です。今年の 3 月、委員会に都合の付
く方に集まって頂き意見交換をしました。現在は学校から｢対象学年の人数・
この様な業種の方の話を聞きたい｣という希望がある事を聞いております。
今年度から、この辺りを見直そうかという話も有りました。昨年のクラブフ
ォーラムでも申し上げました様に｢宇都宮ロータリークラブとして、中学校のリクエストに対しどの様な
答え方をしていくのか？｣という事をご検討して頂き、その方針に沿って対応して頂けるのが良いのでは
ないかと思っています。昨年旭中学校については、学校からそれ以上のリクエストはございませんでし
た。逆に｢社会人であれば、どの様な方の話でも｣という事で受けております。次年度については、旭中学
校・宮の原中学校・古里中学校より講師のリクエストを受けております。今後に付きましては｢話合いを
させて下さい｣とお伝えをしておりますので、スムースに協議が出来るのではないかと思っております。
対応出来なかった場合は外部の講師で良いか？どの様な基準で依頼をするか？その場合の謝礼はどうす
るのか？会員の方の謝礼をどうするのか？、この辺りの公平な基準を設けて対処すべきと思っておりま
す。今年度活動してきた中で、単に活動を消化するだけでなく職業奉仕として何をすべきか？を前回の
クラブフォーラムの時に｢100 年委員会のあり方｣等の貴重なご意見を頂きましたので、次年度に申し送
りさせて頂きます。そして、新たな対応をして頂ければと思っております。私からの報告は以上です。今
年度、皆様に大変御世話になりました。有り難うございました。
＝当日の食事＝
カレー
サラダ 福神漬け

【6 月卓話】
6 日 11 日（火）1 年間を振り返って

クラブ奉仕委員会 善林隆充委員長
親睦活動委員会

明賀一博委員長

職業奉仕委員会

新井将能委員長

6 月 18 日（火）1 年間を振り返って
社会奉仕委員会

関口快太郎委員長

国際奉仕委員会

毛塚武久委員長

青少年奉仕委員会 旭野好紀委員長
6 月 25 日（火）1 年間を振り返って
岡﨑善胤会長 熊本勇治幹事
会報担当：池田 剛 会員
画像担当：飯村 悟 会員

