（2019 年）令和元年 9 月 3 日 2019～2020 年度 No 8（第 3302 回会報）
会員数 103 名 出席者数 70 名 出席率 73.7％ 前回修正率 65.6％
MU 会員 熊本勇治会員（宇都宮陽東ロータリークラブ）
ビジター紹介（親睦活動委員会 北上和博委員）

熊倉学様（第３グループ A・ガバナー補佐 宇都宮陽北ロータリークラブ）
片村行雄様（宇都宮陽東ロータリークラブ会長） 野村剛久様（宇都宮陽東ロータリークラブ幹事）
Tamang Laj Kumari 様（留学生）
会長挨拶（町田卓大会長）

本日は、ガバナー補佐 熊倉様訪問です。私の年度も 2 ヶ月が過ぎました。例会後、クラブ協議会があ
ります。いろいろ、教えていただきたいと思います。パスト会長の上野泰男様がご逝去されましたので、
ご連絡申し上げます。以上です。
誕生祝（親睦活動委員会

小島克之委員長）

齋藤一郎会員 三柴富男会員 村木優実子会員 関雅樹会員 伊原修会員 青木栄久会員 金山典生会員
田中康明会員 播摩聡会員 辻博明会員 増渕好次郎会員
結婚祝（親睦活動委員会

小島克之委員長）

菊野利幸会員 﨑尾肇会員 猪瀬和人会員
配偶者様誕生祝（親睦活動委員会

小島和之委員長）

金山千亜紀様 大澤幸子様 飯村明子様 阿部綠様 藤澤知子様 佐山由美様 佐々木今日子様
新入会員紹介（金山典生会員）

日本通運(株)の東順治様をご紹介させていただきます。日本通運さんは｢運べない物は、無い｣で、有名
な会社です。ご家族は奥様、ご出身は長崎県佐世保です。ご趣味は、
「猫」
・
「ギター」
・
「車」に「ゴルフ」
です。社員の方達から｢とても気さくな人柄｣といわれています。
東順治 様

日本通運(株) 宇都宮支店 支店長
ご家族：奥様
推薦人：吉田範行会員 金山典生会員
所 属：会報委員会

親睦活動委員会報告（小島克之委員長）

8 月 29 日単身赴任の会・懇親会を開催いたしました。多数の方にご参加をいただいただき、有り難う
ございました。その会のサポートをする副会長に東京ガスの吉田さん、JTB の北上さんのお二方に決ま
りました。今後とも宜しくお願い致します。
社会奉仕委員会報告（田中康明副委員長）

8 月 27 九州地方の集中豪雨により、長崎県と佐賀県に甚大な被害が発生しました。2550 地区から皆
様に支援ということで、義援金のご協力をお願い致します。これからボックスをお回し致しますので、宜
しくお願い致します。
100 年委員会報告（﨑尾肇委員長）

｢職業人に学ぶ｣というテーマで中学校に講師を派遣するプログラムを、委員会事業として進めており
ます。宇都宮ロータリークラブの会員様に講師登録をしていただき、学校側から選んでいただいてはど
うか？と、委員会で決めさせていただきました。エントリーシートを作成致しましたので、皆様にファッ
クスをさせていただきます。又メール配信もしておりますのでお申し出下さい。
青少年奉仕委員会報告（熊本勇治委員長）

米山奨学生のクマリさんがお見えになっております。委員会で｢ネパールの支援｣という事で、学生達
が募金活動をしております。リーダーのクマリさんが｢ネパールのストリート・チルドレンを助けよう｣
と活動をしております。クマリさんのお話を伺います。
クマリさん

皆さん、こんにちは。本日の例会参加は、奨学生として卒業してから 5
ヶ月ぶり位です。今日は例会に参加出来、嬉しく思っております。宇都
宮女子高等学校と文星芸大付属高等学校の学生さんとローターアクト
の皆さんと一緒に｢ネパールの学生さんに何か出来ること！｣と、募金活
動をする打合せに足利から宇都宮に来ました。皆様からもご協力をいた
だければと思っております。宜しくお願い致します。
米山記念奨学委員会（稲野秀孝委員長）

米山記念奨学金は、アジアの奨学生の活動に大変貴重な支援となっております。皆様にもご寄付を
お願い出来ればと思っておりますので、その際には宜しくお願い致します。
草野英二会員（前米山記念奨学委員会委員長）

クマリさんは、昨年宇都宮ロータリークラブで御世話をした米山奨学生です。非常に熱心に、母国の
為に活動をしております。宇都宮ロータリークラブでも応援していきたいと考えておりますので、
どうぞ宜しくお願い致します。
熊本勇治青少年奉仕委員長

8 月 31 日、宇都宮女子高等学校で文化際がありました。その際、インターアクターが国際理解として
世界のお菓子を販売しました。その際、関口快太郎会員の会社より多大なご協力をいただきました。この
場をお借りして、感謝申し上げます。
SAA
時間の関係で、ニコニコボックスの報告は次回の例会で報告いただきます。
青木栄久会員

私の父青木信也が、7 月 13 日亡くなりました。社葬を 8 月 22 日に執り行ないました。皆様に、多大
なるご芳志をいただきました。有り難うございました。8 月 30 日、無事納骨を済ませる事が出来ました。

誠に有り難うございました。
プログラム紹介（町田卓大会長）

ガバナー補佐のプロフィールをご紹介致します。国際ロータリー2550 地区第 3 グループ A を担当され
ています熊倉学様です。熊倉様は 1953 年栃木県二宮町でお生まれになり、現在 65 歳です。1981 年に熊
倉歯科医院を開業され、現在に至っております。ご職業は歯科医です。ロータリー歴ですが 1995 年、陽
北ロータリークラブのチャーターメンバー、1995 年～1996 年初代幹事、1999 年~2000 年、2008 年~2009
年に、それぞれクラブ会長をお務めになられました。2010 年から 4 年間 2550 地区の広報委員会に出向
され広報委員長・公共イメージ委員長、2016 年から地区財団補助金に出向され 2018 年～2019 年地区財
団補助金委員会委員長を務められ、当クラブの地区財団補助金申請の際には、きめ細やかなご指導をい
ただきました。本日は｢ロータリーの雑学｣という演題で卓話をいただきます。宜しくお願い致します。
卓話｢ロータリー雑学｣
2019-2020 年度国際ロータリー第 2550 地区 第 3 グループ A
ガバナー補佐

熊倉学 様

皆様、こんにちは。只今過分なご紹介をいただきました、第 3 グループ A ガバナー補佐を拝命しまし
た熊倉です。どうぞ、宜しくお願い致します。4 月 3 日、少しでも情報を得
られたらと東京ロータリークラブへ行ってまいりました。テーブルに本が置
いて有り、東京ロータリークラブが設立したクラブ名が掲載され、宇都宮ロ
ータリークラブも載っていました。改めて宇都宮ロータリークラブの歴史の
深さを知らされました。ガバナー補佐になる前の 1 年間、ガバナー補佐の研
修を受けました。研修リーダーの木村さんに色々な事を教えていただきまし
た。その中に、役割と責務が 13 項目ありました。その中に ｢卓話をしなさい｣という事は、1 つも書い
て有りませんでした。卓話は、ガバナーのするものと私は心得ておりました。今日は卓話では無く、私が
このガバナー補佐になる為の 1 年間で色々な本を読ませていただきました。その様なご紹介をさせてい
ただけたらということで、今回｢リーダーの雑学｣という演題にいたしました。宇都宮ロータリークラブ
の子クラブが、宇都宮北ロータリークラブです。宇都宮北ロータリークラブの子クラブが、宇都宮陽北ロ
ータリークラブです。私共のクラブに、社会奉仕担当の｢絵本を読む会｣があります。設立時から続けてい
る社会奉仕事業です。これは幼稚園や保育園に行きまして、小さな子供さんに絵本を読んで聴かせるプ
ログラムです。
活字になっている書物を皆様方にご紹介させていただきます。ロータリー情報の研修委員会が作成し
て、世に出しているものです。ロータリーとは、人を作る団体である。ロータリーは、ある一人のアメリ
カ人のビジョンによって作られました。ポール・ハリスです。昨年の IM では、このポール・ハリスが題
材として取り上げられました。ポール・ハリスは、シカゴで弁護士をしていました。1905 年 2 月 23 日、
世界で初めてシカゴロータリークラブを作りました。彼がこのロータリークラブを作った理由は｢生涯に
おける友達と付き合う場所として、ロータリーを設立した｣と書いて有ります。ロータリーという名前は、
4 人のメンバーの職場を転々とまわるという事を皆様既にご存じの事と思います。ハリスのビジョンは、
110 年続いております。現在 200 以上の国と地域、35000 クラブ、120 万人以上の会員、日本では 2300
弱のクラブ、89000 人位の会員、減少傾向ですが、来年 2020 年、日本でのロータリー創立 100 周年を祝
う事になっております。再来週、ガバナーが来られます。ガバナーが来られた時、東京ロータリークラブ
が全地区数分の金色の「鐘」を寄付されたと聞きました。それを持って公式訪問に来られるという事で
す。この素晴らしいロータリークラブも 20 世紀を迎えようとしている頃から、少しずつ変化が見られる

ようになりました。ロータリー先進国と言われているアメリカ・カナダ・日本に於いて、会員の減少が目
立ってきています。その活動も、次第に人道的なボランティア活動が強調されるようになってきました。
その変化に会員資格・職業分類・制度・例会といった初期のロータリーの基本までも、大きく変化してき
ました。この事についても、ご承知をいただいております。｢ロータリーは変わった。魅力が無くなった｣
と、嘆くベテランのロータリアンの声が聞こえてきます。ロータリーの仕事をするのは、クラブとその会
員です。ガバナーでも、RI 理事でも、RI 会長でもありません。これは、ロータリーの変わらぬ原則です。
だから｢あなたが、ロータリーです。という様になっています｣と、書かれています。ロータリーは奉仕団
体とお聞きになっているかと思いますが、これは正確ではありません。正確には｢奉仕をする人の団体｣
です。その心が高められた人達で｢世のため・人の為｣に奉仕サービスをした結果、世界理解と平和に貢献
してゆくという事になっています。ロータリーとは、人を作る団体です。ロータリーとは、親睦と奉仕が
最初に出てきます。2 つとも、とても大切です。
次にロータリーの定義は、1976 年に国際ロータリーの理事会が｢ロータリーの定義を作れ！｣と当時の
広報委員 3 名に言いました。｢短く・分かりやすく作れ！と仰せつかった｣と書いてあります。3 人の広報
委員が作られたのは、英語で 31 文字、日本語で 101 文字の定義を作りました。ロータリーの定義です。
｢ロータリーは人道的な奉仕を行い、あらゆる職業において高度の道徳的水準を守ることを奨励し、且つ
世界における親善と平和の確立に寄与することを目指した企業及び専門職務に携わる指導者が、世界的
に結び合った団体である｣、この様にロータリーの定義がなされております。親睦についても｢酒の飲み
会かな？｣と、わりと悪意に考えていました。1947 年～1948 年の RI 会長が言った言葉です。｢世の中の
あらゆる有用な職業から選ばれた最良権を持った職業人が、週に 1 回の例会に集う例会の場で、職業上
の発想の効果を通じて分かち合いの精神で事業の永続性を学び、友情を深めて自己改善を図り、その結
果として奉仕の心が生まれてきます。この例会における一連の活動の事を親睦と言います｣と書かれてお
ります。皆様、どう思われますか？ ざっとですが、親睦と奉仕について話しました。
｢ロータリーの目的は何ですか？｣とよく聞かれると思います。今度は、目的の事を話します。｢1 人・
一業種で選ばれた裁量を持った職業人、地域で集まり奉仕活動をしている、人道的な奉仕活動をしてい
る｣と、ロータリークラブの方々はご説明をしているのではないかと思います。これを英語で聞いていた
だくと、もっと分かりやすくなると思います。日本語の「ロータリーの目的は何ですか？」英語では｢What
is the object of Rotary ?｣です。これは、ロータリーの綱領です。今ロータリーの友は、ロータリーの目
的と書かれています。ポール・ハリスが親睦を深める事で始まりました 1906 年 1 月、ポール・ハリス、
マックス・ウルフ、チャールズ、ニュートン、が何も無い規則の中で定款を作ろうと言いました。その時、
２ヵ条作りました。１ヵ条はクラブ本会員の事実上の利益の増大、２ヵ条は通常社交クラブに付随する
親睦及びその他必要と思われる事項の推進です。1906 年 4 月、フレデリック・ツィードは新入会員を増
やそうとしました。ドナルド・カーターにシカゴクラブへの入会さを勧めました。その時ドナルド・カー
ターは「社会の利益になることを考える組織は発展するが、自分達の組織だけを考える組織の将来性は
無い。したがって、私は入会しない」と答えました。そこでポール・ハリスは２ヵ条に、もう１ヵ条を加
えました。シカゴ市の最大の利益を推進しよう。シカゴ市民としての誇りと忠誠心を市民の間に広めよ
うという、壮大な内容です。これは奉仕の概念が導入されたことに他なりません。第１号の社会活動とし
て公衆便所を作りました。今年の 5 月、財団の会合が東京のホテルオークラでありました。私は、早め
に行きました。私共 4 人が 4 人とも、別々の物を頼みました。ウエイトレスの方は、間違わずにオーダ
ーした物を置いていきました。メモを取った男の人にウエイトレスさんは、どの人が何を頼んだか聞い
ていました。間違わずに戸惑うこと無く置いていったことに驚きました。これがいわゆるサービス、奉仕
かなと思いました。最後に、皆様にポール・ハリスの言葉を引用させていただきます。
「ロータリーが私
達にとって何を意味するにせよ、世界はその業績によってロータリーを知るのです。
」

御清聴を有り難うございました。
【今日の食事】
天丼
茶碗蒸し 香の物 小鉢 赤出汁

【9 月卓話】
か 9 月 3 日（火）ガバナー補佐訪問
熊倉学ガバナー補佐
9 月 10 日（火）会員卓話「とちぎ教育の日」について
大矢裕啓幹事

大矢商事(株) 代表取締役

9 月 17 日（火）ガバナー公式訪問
川嶋幸雄ガバナー
9 月 24 日（火）
「LGBT ってナンだ？ 多様性が高める企業の価値」
柳原浩様

NHK 宇都宮放送局 副局長

【10 月卓話】
10 月 1 日（火）委員会活動報告
環境保全委員会
10 月 8 日（火）最近の大相撲事情
北出幸一様

NHK- GMS

10 月 15 日（火）第１回クラブフォーラム
10 月 22 日（火）休会
10 月 29 日（火）米山記念奨学生 活動報告
クマリ様
会報担当：渡邊 肇 会員
画像担当：石田 誠 会員

米山記念奨学生

