RID2550

会長：荒井健次

幹事：小林裕

Utsunomiya South Rotary Club

会報委員長：田中正夫

例会場及び例会日：ホテルニューイタヤ≪水曜 12：30≫
事務所：宇都宮市大通り 2－4－6（ホテルニューイタヤ）
TEL：028‐635‐5511(ホテルニューイタヤ)

通算 第 1489 号
2012 年 7 月 4 日

司

会

出席 38 名

関口 隆 Ｓ.Ａ.Ａ

§国歌斉唱「君が代」

2012-2013 年度

会員数 43 名

§ロータリーソング「四つのテスト」

荒井 健次 会長 所信表明

当南クラブは、前年度 2 月 8 日に創立 30 周年を迎えました。
当クラブの伝統と結束力で周年事業が、実行委員会、会員が団結
し、大成功に終える事ができましたと思います。ご苦労様でした。
35 周年に向けて、各委員会が、一丸となって計画と実行できる
よう、ご尽力戴きますようお願いするとともに、2012-2013 年度
RI テーマ「奉仕を通じて平和を」と決まりました、田中作次 RI
会長は地区に呼びかけました。
「奉仕は、利益の追求ではなく、平和の追求です。ですから私達
にとって、報酬はお金を手に入れる事ではなく、自分の努力によっ
てより良い、より平和な世界が実現するのを見届ける事にあります。」
と RI 会長は発表しております。クラブが元気でなければ、委員会の活動が出来ません。特に今年度は常
設委員会の委員会編成表を見直し、RI のテーマの中での奉仕を考えて、何が出来るかを検討して、楽し
い活気あるクラブ作りに努力致します。
１．運営方針

２．クラブ目標

１）魅力ある充実例会

１）支援事業の推進

２）委員会の活性化

２）インターアクトの推進

３）クラブ内の趣味の会・親睦

３）財団寄付 一人当たり 130 ドル
４）米山記念奨学会寄付

18,000 円

RID2550
幹事報告

Utsunomiya South Rotary Club

小林 裕 幹事

§第 2550 地区 地区大会参加者 25 名(7 月 4 日現在)です。
皆様奮ってのご参加をお願い致します。
§7 月のロータリーレート 80 円
§本日例会終了後理事会を開催致します。
§第 16 回インターアクト年次大会のご案内が届いており
ます。(回覧)
§2012-2013 年度委員会組織表を皆様のレターボックスに
配布致しました。

親睦・家族委員会報告

坂井 俊司 委員長

7 月のお祝い事
§入会記念

喜内敏夫会員・小塚照夫会員・荻原英美会員
鈴木秀明会員・関享一会員・坂本昭一会員
菅野孝祠会員・田島久夫会員・若林博純会員
佐々木隆会員・坂井俊司会員

§会員誕生

小保方信聴会員・高久和夫会員・佐々木隆会員

§夫人誕生

荻原英美会員・高久和夫会員・田村一夫会員

§結婚記念

佐々木隆会員

§創立記念

田村一夫会員 (有)タムラ商会
佐々木隆会員 佐々木隆税理士事務所

8 月 25 日(土)納涼親睦家族会のご案内
日程は、築地・浅草寺・浅草散策・屋形船スカイツリーお台場クルーズとなっております。
参加ご希望の方は、7 月 20 日(金)までに奮ってのご参加をお願い致します。

スマイルボックス委員会

山本幹夫 委員長

§山本幹夫委員長
荒井会長、小林幹事、今日からスタートです。
頑張って下さい。
スマイルも皆様の御協力を期待しておりますので、
宜しくお願いします！
§荒井健次 会長

1 年間宜しくお願い致します。

§小林 裕 幹事

1 年間 皆様のお力を借りて頑張ります。

§若月章男 会員

荒井会長、小林幹事いよいよスタートですね。1 年間頑張って下さい。

§坂本昭一 会員

荒井会長、小林幹事、今日から出船です。ガンバッテ下さい。

RID2550
§塩田 潔 会員

Utsunomiya South Rotary Club

荒井新会長、小林新幹事、いよいよスタートですね。肩の力を抜いて。1 年間楽しく頑
張って下さい。私も増強委員長として微力ながらお手伝いが出来ればと思います。嬉し
い事に、もう新入会員の候補者が今日 2 人もビジターとして来て戴きました。即、野球
部です。よろしくお願い致します。

§山本敬三 会員

“あらい丸”の船出を祝し、無事なる航海を心よりお祈り致します。

§田島久夫 会員

荒井会長、小林幹事、新年度のスタートにエールを送ります。頑張って下さい。

§米光啓彌 会員

荒井年度の活躍をお祈りして。

§笠原正人 会員

荒井会長、小林幹事頑張って下さい。

§青木克浩 会員

荒井年度の初日となりますが、1 年間宜しくお願い申し上げます。

§喜内敏夫 会員

荒井年度の始まりを祝して、小林幹事よろしくお願いします。

§藤井康夫 会員

荒井会長、坂本幹事 1 年間頑張って下さい。

§田村一夫 会員

荒井会長年度スタートを祝して。

§平澤照隆 会員

荒井年度 1 年間頑張って下さい。

§村田宏明 会員

荒井会長頑張って下さい。

§高久和男 会員

荒井さん頑張って下さい。

§菊池 功 会員

荒井会長頑張って下さい。

§関 享一 会員

荒井会長 1 年間頑張って下さい。

§若林博純 会員

荒井年度 1 年間頑張って下さい。

§鈴木秀明 会員

新会長、新幹事、1 年間頑張って下さい。

§関口 隆 会員

SAA です。1 年間よろしくお願い致します。

§田中正夫 会員

期待の若い人を連れて来ました。

§仲田俊夫 会員

今日から新年度です。2 人の入会予定者が出席してくれて、幸先が良く、予定の 5 人に
届くように頑張りましょう。

§金田秀壽 会員

夜間飛行で今朝ベトナムより帰りました。エビの買い付けで仕事です。ベトナムの田舎
は昭和 30 年代のようで、懐かしかったです。歩いている人も真面目で小さくてカワイ
イ女性が多く、これもまた懐かしかったです。安齊さんには大変お世話になりました。

§藤島 拓 会員

6 月 28 日(木)の野球練習は 8 人でできました。お疲れ様です。明日 7 月 5 日(木)も練
習がありますので、暑くなりそうですが、野球部の皆様よろしくお願いします。

§大野俊男 会員

昨日の女房の誕生日にお花が届きました。早速仏壇に献花し、焼香をしました。久しぶ
りに女房とゆっくり話ができました。ありがとうございます。

§阿久津均 会員

皆様のお蔭で、副議長を拝命する事となりました。これからも、ご指導賜ります様、よ
ろしくお願い申し上げます。

§小保方信聴 会員
§市原久典 会員

またまた九州の大雨で、大変な被害です。心よりお見舞い申し上げます。
山本スマイル委員長の笑顔にスマイルします。

多くの会員の皆様にご協力戴きありがとうございました。
出席報告

33,000 円

若林博純 出席委長

会員数

43 名

前々回 6 月 20 日

出席数

38 名

訂正率 85.37％

欠席数

5名

出席率

今週の金額

92.68％

7 月 11 日(水)

若月前会長・坂本前幹事
「一年を振り返って」

