（2019 年）令和元年 11 月 5 日 2019～2020 年度 No 16（第 3310 回会報）
会員数 106 名 出席者数 69 名 出席率 70.4％
ビジター紹介（親睦活動委員会

北上和博委員）

Chaivai 様（ゲストスピーカー パトムワンロータリークラブ）
Suneerat 様 Boonden 様 Apiwatt 様 田中徹様（パトムワンロータリークラブ）
藤島拓様（宇都宮南ロータリークラブ会長）中野智之様（宇都宮南ロータリークラブ）
熊本泰久様 長英明様（宇都宮陽北ロータリークラブ）
会長挨拶（町田卓大会長）

本日は、タイの友好クラブパトムワンロータリークラブの皆様がお越しになりました。昨日の歓迎会
が飛行機の遅れにより、遅い時間になってしまいました。又宇都宮 10 ロータリークラブの消防車共同事
業の会長さん達が、来て下さっております。先日土曜日のさんま祭りでは､2,000 匹の新鮮な｢さんま｣を
皆様に召しあがって頂き大成功に終わりました。環境保全委員会の皆様にご協力をお願い致しましたエ
コバックも 360 枚程集まり、あっという間に皆様にお持ち頂き無くなりました。これからも環境保全委
員会の活動を進めてゆきたいと思います。藤井昌一会員が商工会議所会頭に就任され、和田均会員が旭
日双光章を授与されました。以上です。
誕生祝（親睦活動委員会

金子昌郞副委員長）

赤塚茂会員 永井宏樹会員 青木直樹会員 渡邉幸雄会員 齋藤幸一会員 大塚秋二郎会員 永井秀人会員
太田周会員 門脇恒一会員
結婚祝（親睦活動委員会 金子昌郞副委員長）

佐藤行正会員 新井将能会員 稲野秀孝会員 増田和浩会員 藤井昌一会員 吉田範行会員 大矢裕啓会員
播摩聡会員 篠崎昌平会員 永井秀人会員 檜物隆之会員 渡邉幸雄会員 田﨑秀穂会員 赤塚茂会員
配偶者誕生祝（親睦活動委員会 金子昌郞副委員長）

喜谷由紀様 檜物賢子様 矢嶋浩子様 大矢千恵子様 荻山しおり様 旭野裕美様 松永靖絵様
門脇智津子 辻尚美様 長谷川恭子様 南波亜希子様
幹事報告（大矢裕啓幹事）

第 5 回理事会の承認事項をご報告致します。11 月のロータリーレートは、1 ドル 108 円です。11 月 8
日から 10 日迄、第 2550 地区の地区大会が開催されます。8 日のゴルフ大会には、多数ご参加を頂いて
おります。10 日の本会議は、約 30 名のご参加を頂いておりますが、五大奉仕各委員会より各 2 名ずつ
のご参加をお願い致します。車で行かれる方とバスで行かれる方がいらっしゃいますが、バスは宇都宮

駅東口 7 時 10 分出発となります。國學院栃木大學中学校・高等学校に 8 時 30 分集合です。以上です。
社会奉仕委員会報告（三井勝滋委員長）

先週に引き続き、今週も募金のボックスをお回し致します。宜しくお願い致します。11 月 2 日、気仙
沼さんま祭りを当クラブと宇都宮法人会協賛で行いました。生さんまを 2,000 匹準備致しまして、市民
の方に提供する事が出来ました。チャリティー募金は、224,375 円です。皆様には大変御世話になりまし
て有り難うございました。
環境保全委員会報告（阿部欣文委員長）

さんま祭りの際、皆様に沢山のエコバックのご協力を頂き有り難うございました。360 枚のバックをご
協力頂きまして、全て皆様にお持ち帰り頂きました。少しでもレジ袋の削減・プラスティックゴミの削減
に貢献出来るよう、これからも続けて参りたいと思います。今回、エコバックのアンケートを取らせて頂
きました。女性の方は、殆どの方が｢エコバックを持っている｣と回答されています。男性（60 歳未満）
は、常に携帯している方は半数に満たなかったです。その様なところにも PR の必要性を感じました。皆
様には色々な所でご協力を頂き、有り難うございました。以上です。
青少年奉仕委員会報告（熊本勇治委員長）

11 月 2 日から 4 日迄、ライラセミナーが開催されました。当クラブより 3 名の受講生が参加されまし
た。矢嶋会員のオリックスレンタカー栃木(株)様から 2 名、神宮会員の日神工業(株)様より 1 名の方にご
参加を頂きました。又次回のライラセミナーにも、皆様のご協力を宜しくお願い致します。
宇都宮南ロータリークラブ会長藤島拓様

会長エレクト中野智之様

藤島拓様

宇都宮南ロータリークラブ今年度会長の藤島拓です。会長エレクトの中野です。宜しくお願い致しま
す。タイの 3350 地区パトムワンロータリークラブ・チャイワイパストガバナー御一行が、昨日宇都宮に
到着され、昨晩懇親を深めさせて頂きました。今回、宇都宮市内ロータリークラブ合同国際奉仕事業の実
行委員長として、ご挨拶に参りました。今回の事業につきましては、昨年の第３グループ会長・幹事会に
おきまして｢第３グループ共同の奉仕事業として、何か出来れば｣という事から、宇都宮ロータリークラ
ブが継続していました消防車寄贈事業を共同事業として行いましょうという事になりました。9 月 14 日
消防車寄贈式を開催させて頂きました。午前中に 3 年前に寄贈された消防車の視察、更に地元の市長さ
んをはじめロータリアンの方から大歓迎を受けました。夕方パトムワンロータリークラブの例会で盛大
な寄贈式をして頂きました。本日タイからお越し頂いている皆様との交流も深める事が出来ました。今
回の事業で大変貴重な体験をさせて頂きました事、宇都宮ロータリークラブ前年度岡﨑会長・事務局の
熊本さん又多くの宇都宮ロータリークラブの関係者の皆様の多大なるご尽力のおかげと感謝をしており
ます。有り難うございました。
中野智之様

11 月 2 日から 4 日迄のライラセミナーへの推薦をして頂きまして有り難うございました。私は今期で
委員長は終わりですが、これからもライラ活動のご理解とご協力をお願い致します。
宇都宮陽北ロータリークラブ 直前幹事 熊本泰久様

本日は、最後までお邪魔をさせて頂きます。宜しくお願い致します。
宇都宮陽北ロータリークラブ 国際奉仕委員長 長英明様

本日は、メイクアップをさせて頂き有り難うございます。私は入会をして 1 年程です。色々勉強させ
て頂ければと思っております。宜しくお願い致します。

ニコニコボックス委員会報告（吉田範行委員長）

誕

生

祝：太田周会員 大塚秋二郞会員 赤塚茂会員

結

婚

祝：吉田範行会員 新井将能会員 田﨑秀穂会員 佐藤行正会員 赤塚茂会員 檜物隆之会員
増田和浩会員

配偶者誕生祝：辻博明会員 松永建太会員 長谷川正会員 檜物隆之会員 荻山猛彦会員 喜谷辰夫会員
宇都宮南ロータリークラブ 藤島拓様：
9 月 14 日の｢タイ国・消防車寄贈事業｣では、大変御世話になりました。
本日も宜しくお願い致します。
宇都宮南ロータリークラブ 中野智之様：
タイでは、御世話になりました。
印出井敏英会員：
11 月 2 日のさんま祭りでは、お手伝い出来ませんでした。
三井勝滋会員：社会奉仕委員会 11 月 2 日さんま祭り、盛大に終了しました。有り難うございました。
B テーブルミーティング残金：
宇都宮東武ホテルグランデ 伊藤敦様：
先日、会員の熊本勇治様と一緒に出場した戸祭地区体育祭の｢パン食い競争｣で
1 位になりました。
プログラム紹介（プログラム委員会

伊原修委員長）

本日は、パトムワンロータリークラブ所属の国際ロータリークラブ第 3350 地区パストガバナーのチャ
イワイ様です。演題は｢友好クラブと消防車寄贈プログラム｣です。パトムワンロータリークラブの田中
徹様に通訳をお願いしております。宜しくお願い致します。
卓話｢友好クラブと消防車寄贈プログラム｣
国際ロータリー第 3350 地区 2015-2016 年度ガバナー
パトムワンロータリークラブ チャイワイ様

（訳：パトムワン RC

田中徹様）

町田会長 パスト会長 ロータリーの皆様、先ず、最初に先日の台風 19 号に
際しまして、タイ国を代表致しまして心よりお見舞い申し上げます。日本の
皆様の英知をもって、直ぐに回復されることをお祈り致します。又宇都宮ロ
ータリークラブにお伺いすることが出来て嬉しく思います。この 5 年間で
2550 地区の大会に参加するのは、5 回目です。又宇都宮ロータリークラブ
の皆様にお会いするのは、4 回目になります。何時も宇都宮に来るたびに思
うのですが、自分の家の様に感じます。と言いますのは、何時も皆さんの温
かい友情と歓迎を頂いているからです。4 年間ですが、私の気持ちとしては、
40 年以上もお付合いをしている様な気持ちです。どうも有り難うございま
す。宇都宮ロータリークラブの皆様のご尽力を頂き、そして 10 クラブのご
協力を頂き 4 年間で 12 台以上の消防車を頂いております。誠に有り難うご
ざいます。町田会長様はじめ印出井パスト会長・岡﨑パスト会長・善林会長
エレクト・熊本様・旭野様・飯村様、そして皆様全員のお名前をいう事は出
来ませんが感謝申し上げます。又加えまして､友好クラブの署名を頂きました。クラブを代表致しまして
御礼を申し上げます。これからも素晴らしいロータリー精神の元、2 つのロータリークラブが地域社会へ

の貢献が継続できます事を願っております。有り難うございます。
続きまして、消防車の寄贈 VTR を見て頂きます。
これは、活躍している消防車の映像です。

---VTR---

毛塚武久 SAA

VTR は、以上です。会長より謝辞をお願い致します。
町田卓大会長

以前タイへ行ました時は、チャイワイさんとロータリーとの交換会でした。先輩方のご指導により今
回は短い期間の中、善林会長エレクトを中心に消防車寄贈先まで伺い、活躍を見て参りました。善林会長
エレクトのおかげです。本当に良かったと思っています。この後、足利ロータリークラブの方がチャイワ
イさん達を迎えに見えます。群馬の温泉で、湯治！されます。8 日に黒磯ロータリークラブへ行き、黒磯
市長表敬訪問、その後地区の懇親会・地区大会に参加される予定です。是非とも日本を楽しんで帰って頂
きたいと思います。本日は、有り難うございました。
チャイワイ様

今回の様々な事業は、2550 地区・宇都宮ロータリークラブの皆様のご尽力とご協力が有って初めて成
功出来た事です。私 1 人で成し遂げられた事ではありません。本当に心から御礼を申し上げます。有り
難うございました。今、4 台の消防車の輸出手続きを宇都宮ロータリークラブの皆様に行って頂いている
ところです。今後も多くの消防車を賜りたく、お願い申し上げます。
【11 月卓話】
11 月 5 日（火）｢友好クラブと消防車寄贈プログラム｣
パトムワンロータリークラブより来訪
11 月 12 日（火）休会
11 月 19 日（火）｢スイスに学｝
神長善次様

元オマーン・ネパール大使

11 月 26 日（火）｢インフラを創り、守る 関電工｣ 会員卓話
谷田部幸男会員

(株)関電工 栃木支店 支店長

【今日の食事】
中国料理弁当
えびの塩味炒め 牛肉のオイスターソース炒め
鶏の唐揚げ 春巻 ザーサイ
ご飯 餃子 スープ

会報担当：柴田 彰夫 会員
画像担当：柴田 彰夫 会員

