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2012-2013 年度 第 28 回例会

宇都宮南ロータリークラブ会報
会長：荒井健次

幹事：小林裕

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 1516 号
2013 年 1 月 16 日
司

会

会員数 45 名

出席 28 名

関口隆Ｓ.Ａ.Ａ

§ロータリーソング「奉仕の理想」

会長挨拶

荒井健次 会長

皆さんこんにちは。
年明け 14 日の成人式に雪が降り、空や交通機関にかなり影響が出ました。また、県内でも転んで怪我
をされた方や車のスリップ事故が多発しております。皆様も気を付けて戴きたいと思います。
今月の理事会で、奉仕プロジェクトとして、昨年末に 90 ロータリークラブから卓話を戴きました設楽
様からメールが入り、フィリピンのミンダナオ諸島・カガヤン・デ・オロにプロジェクトの調査に入り
ました。バルラング高校が洪水により校舎が破損し、フィリピン国により新校舎を建設していますが、
トイレの設備が付かない為、補助金によってトイレを建設します。現在ある他の教室のトイレは便器が
壊れ酷い状態です。プロジェクトを 90 ロータリークラブで進めていますので、5 万円助成し一緒にプロ
ジェクトに参加する事を理事会で決定致しました。全体の費用は 422,000 円の内、当南クラブが 5 万円
とカガヤン・デ・オロで 5％21,000 円と 90 ロータリークラブが 351,000 円という事です。
2 月 13 日(水)の例会の卓話に柏村様をお招きしておりますが、「二荒山神社の菊水祭・起源と三車屋
台」に 10,000 円を寄付する事になりました。
本日の卓話は当クラブの写友クラブで大変お世話になっております大手先生に、楽しめる写真の撮り
方をお話して戴きます。皆様ご静聴の程、よろしくお願い致します。

幹事報告

小林 裕 幹事

§年賀状が届いております。
野村不動産 問田様・全国 RC 野球大会コミッショナー瀬川様・大船渡西 RC・（株）オクトン
§米山記念奨学会より 2012 年度下期普通寄付通知が届いております。(回覧)
§ロータリー財団より、グローバル補助金とパッケージ・グランドの申請についてご案内が届いており
ます。(回覧)
§RI 意義ある業績賞について応募のご案内が届いております。
§ハイライト米山 154 号が届いております。(回覧)
§ロータリー補助金ニュースが届いております。(回覧)
§ガバナー事務所より、地区委員委嘱状が届いております。
§米山記念奨学会功労者表彰・ロータリー財団表彰が届いております。

地区委員委嘱状
村上芳弘 会員

財団資金推進 小委員会 委員

喜内敏夫 会員

財団資金推進委員

佐々木隆 会員

青少年交換委員

米山記念奨学会・ロータリー財団

表彰

米山功労者 1 回目 坂本昭一会員・中野智之会員
4 回目 田島久夫会員
11 回目 米光啓彌会員
ロータリー財団ポール・ハリス
1 回目 田島久夫会員
2 回目 鈴木秀明会員・荒井健次会員
3 回目 若月章男会員
4 回目 米光啓彌会員

第 2500 地区 第 3 グループ B ガバナー補佐 挨拶
皆さんこんにちは。
本日は鈴木ガバナー代理としまして、新年のご挨拶にお伺い致しました。改めまして皆様、明けまし
ておめでとうございます。本年もよろしくお願い致します。
昨年は世界で一番早い地区大会、そして 9 月 23 日の第 3 グループの IM に沢山の方々のご賛同を戴き
ましてありがとうございました。10 月 3 日は当クラブに鈴木ガバナーが公式訪問でお伺いし、大変な歓
迎を受けまして感激しております。ありがとうございました。
地区の大きな行事は昨年内に殆ど終わり、後期はあまりございませんが 5 月 17・18 日に広島市でピー
ススルーサービスに基づく世界大会が開催されます。多くの皆様のご参加をお願い致します。また、5
月 18 日～6 月 14 日までの 4 週間をかけ、フランスより GSE の方々がお見えになります。第 3 グループ B
としてもお手伝いする事となりますので、ご協力をお願い致します。
後期も頑張って行きたいと思いますので、地区へのご協力をよろしくお願い致します。

国際奉仕委員会報告

安齊誠一 委員長

「ベトナム・ホーチミン市グリーン・バンブー・ワームハウス(孤児院)への
寄付金及び文房具用品 贈呈式参加者募集と文房具用品寄付のご依頼」
日程

2 月 28 日(木)～3 月 3 日(日)

参加ご希望の方は、小委員会 安齊委員長・大野会員・藤井会員・市原会員・岩本会員までお申し出下
さい。
詳しい内容は再度 FAX にてご案内致します。

スマイルボックス委員会

山本幹夫 委員長

§小林 裕幹事 1 月 30 日の蕎麦を食う会 新年会、楽しみにしています。
§村上芳弘会員

今年もよろしくお願い致します。

§喜内敏夫会員 車を換える様に思った途端、車にトラブルが出てしまいました。
車にも心があるのですね。
§村田宏明会員

先週の新年会、残念ながら出席できませんでした。今年もよろしくお願い致します。

§田村一夫会員

本日は大手先生にはご苦労様です。楽しい情景の写真が写せる様、ご指導下さい。

§阿久津均会員

明けましておめでとうございます。公務に託けて年末からお休みをしてしまいました。
今年もよろしくご指導下さいますよう、お願い申し上げます。

§中野智之会員

今日も元気にスマイルします。

§大野俊男会員

今年もよろしくお願い致します！

§藤島

1 日も早く暖かい日が来ることを願ってスマイルします。

拓会員

§山本敬三会員

早いもので入会 1 年経ちました。1 年皆出席、大変うれしく思います。これからもよろ
しくお願い致します。

§杉本供也会員

今年で 42 歳になります。今更ですが、もう 1 度英会話の勉強を始めました。いくつにな
っても夢を諦める事無く頑張ります。

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。

今週の金額

12,000 円

外部卓話
写真家

大手義雄 様

「ファミリー写真の撮り方」
≪配布資料≫
１．一眼レフとコンパクトカメラ
小さくて持ち歩き便利なコンパクトカメラ
本格的撮影は一眼レフで

横位置、縦位置で撮る 絵記号を覚えよう

大伸ばしはＬ・Ｍ・ＳのＬで撮ろう

２．ファミリー写真は我が家の歴史を記録する
プリントしてアルバムに整理しよう

子供の成長記録は貴重な財産

３．誰が主役か考えて撮る
主役は常に中心に

子供は一歩前へ

４．子供は表情が豊か
何かあったら撮っておく

常に子供の目線を考えて撮ろう

５．旅の写真はストーリーを考えて
出発

― 途中休憩

― 目的地 ― 旅館 ― 帰路

※写友クラブで女性モデルの撮影会を予定しています※

表情の変化は大写しで

2013 年 1 月のプログラム
1 年交換留学生卓話
23 日（水） 12：30～13：30
陳 宗欽(エレン)君(台湾)
クラブアッセンブリー
30 日（水） 12：30～13：30
五大奉仕委員長 半期報告

出席報告

中野智之 委員

会員数

45 名

前々回 1 月 2 日

出席数

28 名

訂正率 特別休会

欠席数

17 名

ビジター

出席率

70％

1名

1 月 23 日(火)

1 年交換留学生 卓話
陳 宗欽(エレン)君(台湾)

