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 2013-2014 年度  第 1538 回例会 

宇 都 宮 南 ロ ー タ リ ー ク ラ ブ 会 報 
 

会長：仲田俊夫  幹事：田口久雄  会報委員長：藤島 拓 

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内 

TEL:028-635-5511（ホテルニューイタヤ）  

 

 

 

 

 

    司 会      田島久夫 S. A.A 

 

   ● 国歌斉唱「君が代」 ● ロータリーソング「奉仕の理想」 

 

   SAAリーダー田島久夫  副 SAA田中正夫・磯貝 太・杉本供也 

 

    今年度 1年間、よろしくお願い致します。 

 

 

    会長所信表明   仲田俊夫 会長 

 

ロン D．バートン今年度 RI会長は 2013-14年度のロータリー 

テーマを「ロータリーを実践しみんなに豊かな人生を」としました。 

「ロータリーは参加することにより心を豊かに、知識を豊かに」 

という自分の思いと一致し、あらためて意を強くしたところです。 

さらに強調したいのが「会員みんなが考え、行動するロータリー」 

ということです。 

 第 2550地区飯村愼一ガバナーは、次の事を地区の方針目標の柱と致しました。 

１．魅力あるクラブづくり 

２．「未来の夢計画」の実現 

３．明日を担う人づくり 

４．職場奉仕理念の実践 

これに伴い、各クラブに何が必要か、どうすれば達成できるかについて村上ガバナー補佐は次の四

つの方針を立てております。 

１．クラブの活性化 

２．会員増強 

３．例会の充実 

４．古い会員と新しい会員の情報交換 

7月 第 1例会 

2013年 7月 3日(水)    会員数 45名 出席 33名 

TEL:028-635-5511
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 今年度は、これに基づき「全員参加のロータリー活動」を会長方針と致します。そこで「方針」

実現に向けて 3つの目標を定めました。 

第一点。今まで多くの場合、委員会活動の考案、手配、実施を委員長一人でやって来ていたのが

実情です。しかし今後は、それらを委員全員で共に取り組めるようにしたいと思います。これは村

上ガバナー補佐の方針でもあります「クラブの活性化」にあたり、ロータリアン一人一人がロータ

リー活動に参加する事にあります。 

第二点。全員が出席する例会を目指します。 

「ロータリーは出席することからすべてが始まる」と確信しています。例会への出欠は魅力のあ

るプログラム内容かどうかで大きく左右されると思います。「出てよかった！得るものがあった！」

と毎回思ってもらえるようなワクワク感のある例会を心がけ、出席率の向上を図りたいと思います。 

そのためプログラム委員会は、出席委員会や他の委員会と連携してプログラムを決めていただきた

いと思います。補佐方針「例会の充実」で、出席率向上をはかる例会内容の充実であります。 

第三点。会員の増強 

補佐方針「会員増強」で現状を見たとき、会員増強委員だけで新入会員を集めるのは、なかなか

困難な状況かと思われます。そこで是非メンバー全員が会員増強委員になって、お知り合いの方々

や退会した方々にも入会勧誘の声をかけていただくことをお願いしたいと思います。 

以上、会員皆様のご協力を宜しくお願い致します。 

○クラブ目標 

1、退会者 0名 

2、入会者 純増 3名 

3、米山記念奨学会寄付 18，000円 

4、ロータリー財団寄付 150ドル 

5、会員の大多数が参加できる奉仕活動 

 

    会員入会式（再入会） 

 

    物井 栄三郎 会員 

    有限会社 ル・フェステ 代表取締役 

 

    職業分類：衣料製品販売・加工 

    推 薦 者：若月 章男 会員 

                     （写真中央） 

 

    皆出席表彰 

 

    笠原 正人 会員 2010年 6月より 満 3ヵ年 

     

    関口  隆 会員 2012年 6月より 満 1ヵ年 
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    幹事所信表明・報告     田口久雄 幹事 

 

  ● 出席規定をレターボックスに配布致しました。 

本年度会長方針に基づいておりますので、ご確認ください。 

  ● 台湾より夏期交換留学生が来日致します。ホストファミリー 

として、佐々木隆会員(7月 14～15日) 嶋田辰雄会員(7月 

16～18日)です。よろしくお願い致します。 

  ● ガバナー月信第 1号とファイルが届いております。 

● 第 2550地区 地区大会が 10月 5・6日宇都宮グランドホテルに 

於いて開催致します。全員参加となりますので、スケジュールに組み入れて下さい。 

  ● 7月のロータリーレート 1ドル＝99円 

  ● 矢板ロータリークラブ例会場変更のお知らせが届いております。 

     例会場：アローエースゴルフクラブ 

  ● 市内 9クラブ親睦ゴルフ大会の参加御礼及び決算書が届いております。(回覧) 

  ● 本日例会終了後、理事役員会を開催致します。 

 

    7月のお祝い事    中野智之 親睦・家族委員長 

 

   委員長：中野智之  副委員長：安齊誠一   

委 員：田中正夫・磯貝太・杉本供也・酒澤伸二 

 

   §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・高久和男会員・佐々木隆会員 

   §夫人誕生 荻原英美会員・高久和男会員・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 

 

    雑誌・資料委員会報告    坂本昭一  雑誌・資料委員長 

 

    委員長：坂本昭一  副委員長：村田宏明 

 

宇都宮 90RC田村様より、雑誌ロータリーの友へのご協力の 

お願いが届いております。飯村ガバナー年度は当地区より少 

なくとも一つの投稿が掲載されるよう要請されております。 

当クラブも掲載できますよう、ご協力をお願い致します。 
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    ロータリー財団・米山記念奨学会委員会報告     

 

   ロータリー財団委員長：平澤照隆  副委員長：磯貝太 

   委員：田中正夫・喜内敏夫・関口隆 

     

本年度 150ドル目標とし、毎週 1口 1,000円からの寄付を 

   受け付けます。ご協力よろしくお願い致します。 

 

 

   米山記念奨学会委員長：荻原英美  副委員長：米光啓彌 

   委員：田村一夫・磯貝太 

 

    海外からの留学生を応援する事で、日本でも有数の奨学資金を 

   もっております。奨学資金を提供する事で、友好を深め優秀な人材 

   育成に努めております。税法上所得控除があり、今年度より税額控除 

も出来る様になりました。財団同様に毎週 1口 1,000円からの寄付を 

   受け付けます。ご協力よろしくお願い致します。 

 

    スマイル BOX委員会    

 

   委員長：若林博純  副委員長：喜内敏夫  委員：菅野孝祠 

 

   §仲田俊夫会長 今日から始まります。1年間ご協力、よろしく 

           お願い致します。 

   §小塚照夫副会長 仲田年度、1年間よろしくお願いします。 

   §田口久雄幹事 いよいよ新年度、仲田年度がスタートしました。 

           会員の皆様、そして仲田会長、1年間何卒よろしく 

お願い致します。 

   §村上芳弘会員(2013-14年度ガバナー補佐) 

           いよいよ仲田年度がスタートします。おめでとうございます。我がクラブの活

性化の為にも、全員参加のクラブにしましょう。よろしくお願いします。 

   §喜内敏夫会員 仲田会長、田口幹事、1 年間よろしくお願いします。尚、6 月 23 日はローター

アクト年次大会に参加し、3年間の役目が終わりました。3年間ご支援戴き、あ

りがとうございました。 

   §田島久夫会員 今年度 SAAを担当します。通算 4回目になります。緊張感をもって頑張ります。

皆様のご協力をよろしくお願いします。 

   §磯貝 太会員 仲田会長、新年度 1年頑張りましょう。SAA担当致します。迷惑をかけないよう

元気に楽しい 1年にしたいです。よろしくお願いします。 

   §笠原正人会員 仲田年度スタート、おめでとうございます。プログラム委員長として、山本敬

三会員と頑張ります。よろしくお願いします。 



RID2550 UTSUNOMIYA SOUTH ROTARY CLUB 

 

   §塩田 潔会員 いよいよ仲田会長、田口幹事の船出ですね。今年 1 年楽しみにしております。

頑張って下さい。陰ながら応援させて頂きます。 

   §荻原英美会員 仲田年度初日になります。皆様と一緒に健康に成長したいと考えています。今

年度もよろしくお願い致します。 

   §山本敬三会員 仲田丸の船出を祝して。 

   §平澤照隆会員 仲田年度、体調に十分留意戴き、1年間頑張りましょう。 

   §(敬称略)藤島拓・中野智之・菅野孝祠・小林裕・藤井康夫・山本幹夫・坂本昭一・関享一 

    鈴木秀明・菊池功 

           仲田会長、田口幹事 1年間よろしくお願い致します。頑張って下さい。 

   §田村一夫会員 7月 1日我が家のばーちゃんに素敵なお花をありがとうございます。年を取ると

誕生日を喜んで良いのか考えています。 

   §若林博純委員長 仲田年度、頑張って行きましょう。 

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 26,000円 

亘理ロータリークラブワンコイン支援          今週の金額  1,669円 

 

    亘理支援事業報告    山本幹夫会員 

     亘理物産品注文の件、36 名のご協力を戴きまして、誠にありがとうございます。飯村ガバナ

ーにお声掛けをしましたところ、宇都宮 90RC及び宇都宮陽南 RCの会員の皆様がご協力下さり、

3クラブで 70名以上のご賛同を戴きました。ありがとうございました。 

 

    7月のプログラム 

 

月  日 時   間    内      容 

7月 3日(水) 12：30～13：30 仲田会長方針 

7月 10日(水) 12：30～13：30 荒井前会長・小林前幹事 卓話 

7月 17日(水) 

12：30～13：30 クラブ・アッセンブリー  

『本年度委員会活動計画』  

プログラム ・ スマイル ・ 親睦家族 

出席 ・ 広報 ・ 会報 ・ 雑誌 ・ 資料 

会員増強 ・ 会員選考 ・ 職業分類 

ロータリー情報 

7月 24日(水) 

12：30～13：30 クラブ・アッセンブリー  

『本年度委員会活動計画 』 

職業奉仕 ・ 社会奉仕 ・ 国際奉仕 

青少年奉仕 ・ ロータリー財団  

米山記念奨学会 ・ SAA ・ 会計 

7月 31日(水) 
12：30～13：30 外部卓話 

  栃木 SC顧問 松本 育夫 様 
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    8月のプログラム 

 

 

月  日 時   間    内      容 

8月 7日(水) 18：30～21：00 
開場：ヴィスコンティ(大曽町) 

納涼家族会 親睦・家族委員会 

8月 14日(水)  お盆につき 休会 

8月 21日(水) 12：30～13：30 

クラブ・フォーラム 

『会員増強に付いて』  

会員増強・選考委員会 

(会員増強及び拡大月間) 

8月 28日(水) 12：30～13：30 
会員卓話  田中正夫 会員 

「旅の楽しさ」 

 

 

    出欠確認 

 

    出欠の連絡は田口幹事までお願い致します。 

   FAX 028-634-3374  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出席報告  坂井俊司 委員長 

 

会員数  45名  前々回 6月 19日 

出席数  33名   訂正率  82.50％ 

欠席数  12名   ビジター  0名 

出席率 82.52％   

 

次回例会 

   

 7月 10日(水) 会員卓話 

荒井前会長・小林前幹事 

  


