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 2013-2014 年度  第 1545 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      磯貝 太 S.A.A 

   

● ロータリーソング「それでこそロータリー」 

 

    ビジター紹介   中野智之 親睦委員長 

   

   ● 新見 徹 様（宇都宮 90RC）  

 

    会長挨拶     仲田俊夫 会長 

 

     皆さんこんにちは。 

     ここ 2～3 日朝方、寒くて目を覚ましました。「暑さ寒さも彼岸まで」ということわざがあり

ますが、ロータリーの友 9 月号の表紙に彼岸花の写真があります。彼岸花は根に毒があり、モ

グラを退治するそうで、段々畑のあぜ道に沢山植えられています。人との挨拶の中で「暑いね。

〇〇さん。。。」と話が始まります。ですがもうそろそろ和らいでくると思いますので、健康には

充分気を使って戴かないと夏バテがきます。そのような事が無いようにお気を付け下さい。 

     本日は、田中会員の奥様との楽しい旅行の話をおうかがいします。夫婦で旅行ができる事は

大変羨ましく思います。 

     本日お越し下さいました新見様、当南クラブの家庭的な雰囲気を充分に味わって下さい。 

 

    幹事報告      田口久雄 幹事 

 

   §委員会名称変更の件、理事会審議の結果「広報会報委員会」を「公共イメージ委員会」とし、 

「ロータリー情報委員会」を「ソーシャルメディア委員会」に変更となります。但し、新委員

会名の後ろにカッコ書きで旧委員会名を表記致します。 

   §第 2550地区第 7グループガバナー補佐が病気療養の為、澁谷正仁ガバナー補佐より小野吉正(今

市きぬ RC)ガバナー補佐に交代となります。 

   §インターアクト設立準備委員会 勉強会が本日開催されます。 

8月 第 3例会 
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   §9月のロータリーレート 1ドル＝100円 

   §各委員会並びに同好会等に於いて、広く会内外に告知したい件がありましたら、クラブホーム

ページに掲載致します。公共イメージ委員会(旧広報会報委員会)の藤島委員長までドシドシお

申し出下さい。 

   §那須クリーンキャンペーンが 9月 1日(日)に開催されます。（大野奉仕委員長より説明 FAX送信） 

   §第 19回親善野球大会について藤島野球部キャプテンより説明 

 

 

    皆出席表彰       嶋田辰雄 委員 

 

    鈴木 秀明 会員 

 

    2007年 7月より 6か年   

 

 

 

    8月のお祝い事   酒澤伸二 委員 

 

 

    スマイル BOX委員会   喜内敏夫 委員 

 

   §仲田俊夫会長 8月 26日妻の誕生日にはお花をありがとうございました。妻も大変喜んでおり

ました。 

   §田口久雄幹事 早いもので仲田年度も 2か月が過ぎようとしています。残すところたったの 10

カ月です。よろしくお願いします。 

   §鈴木秀明会員 皆出席表彰とのこと、これからも頑張って出席します。 

   §村上芳弘会員 8月 12日(月)下川俣の赤の信号でストップした所に、後方よりノンブレーキで

追突され、前方の車に私の車が衝突し、むち打ち症になりました。今も病院に

通院しています。車は大破しました。皆様も十分 車には注意して下さい。又、

別に 8月 21日は済生会宇都宮病院に入院し、ある部分を手術し無事退院しまし

た。8月はダブルパンチでした。皆様も健康には充分気を付けて下さい。 

   §中野智之会員 先日の納涼家族会に沢山の出席戴きまして、ありがとうございました。又多く

の会員の方々に御協力を戴き、重ねて御礼致します。 

   §高久和男会員 笠原さんのお勧めにより、北アルプス蝶ヶ岳に登って来ました。目の前に穂高

連峰が臨まれ、その清き美しさに私の心も洗われました。 

   §小保方信聴会員 長い欠席が続いてしまいました。そのお詫びとして本の紹介をします。浜田

知明著(求龍堂)「よみがえる風景」戦争体験者(二等兵)の銅板版画集です。 

   §荒井健次会員 体も良くなりつつ、朝は涼しくなり秋らしくなりました。ゴルフのシーズンで

すが私はゴルフできずに淋しいです。 

   §大野俊男会員 久しぶりに例会出席できました。「那須クリーンキャンペーン＆清掃登山」急な
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事業になりましたが、参加をよろしくお願い致します。 

   §荻原英美会員 新潟県の銀山平に 8月 24日行き、当日福島県の湯の花温泉に泊まり、翌日 8月

25 日(日)は尾瀬沼に行って来ました。沼山峠より尾瀬に行き、沼を一周する約

5時間の行程でしたが、アザミとキンコウカの花が綺麗でした。久しぶりにゆっ

くりしました。 

   §岩本一男会員 8月ももうすぐ終わりです。昔、若い頃“8月の濡れた砂”という映画がありま

した。青春があっという間に終わり、老人になり始めました。夏に負けないぞ！ 

   §磯貝 太会員 先日、例会欠席してすみません。8月 19～21日家族でディズニーランドに行っ

て来ました。夏休みと 30周年で人がいっぱいで暑さとの戦いでした。子供達は

元気で親の方が疲れました。長男は今日おたふく風邪になりました。 

   §物井栄三郎会員 再入会して 2 か月になりました。楽しくやっております。これからもよろし

くお願いします。 

   §喜内敏夫会員 9月 25日～10 月 20日まで栃木県山岳連盟 65 周年登山に出掛けます。その間、

欠席となりますが、よろしくお願い致します。 

   §青木克浩会員 明日 90RCとの試合があります。今年初めての試合ですので、野球部一丸となっ

て頑張ります。 

   §塩田 潔会員 いよいよナイターが始まります。詳しくは藤島キャプテンから案内があります。

日頃の練習の成果を出し切って、良い試合をやりたいと思いますので、森病院

グランドまで時間のある方は応援よろしくお願い致します。 

   §藤島 拓会員 明日 8月 29日市内 9クラブによる野球のリーグ戦で宇都宮 90RCと森グランド

で対戦します。雨が降らないように願ってスマイルします。 

       

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。 今週の金額 17,000円 

 

    ロータリー財団・米山記念奨学会 特別寄付    

 

    ロータリー財団 寄付  合計 14,000円   米山記念奨学会 寄付  合計 14,000円 

 

    野球部報告    藤島 拓 キャプテン 

 

    第 2550地区 第 19回親善野球大会開催のお知らせ 

    10月 13日(日)栃木県総合運動公園に於いて開催、皆様の多数の応援よろしくお願い致します。 

    詳細は後日お知らせ致します。 

 

    社会奉仕委員会報告   大野俊男 委員長 

 

     9月 1日(日)「那須クリーンキャンペーン＆清掃登山」が開催されます。詳細は FAXにてご案

内致します。皆様の奮ってのご参加をよろしくお願い致します。 
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    会員卓話 

 

    田中 正夫 会員 

 

   「旅の楽しさ」 

     

 

 

    旅は非日常の体験。 

いつもと違う場所での食事、いつもと違う場所での就寝、いつもと違う場所での目覚め。 

名所旧跡には興味が無い。田舎町駅前の味わい。ローカル線・路線バス。 

ホテルの窓、車窓、飛行機の窓、船のデッキ。 

ホテルの窓からの夕焼け・朝焼け。ホテルの窓からの景色に別れのあいさつ。 

車窓・飛行機の窓を見ながら頭に浮かぶもの。 

旅の途中で次の旅のことを考えてしまう。 

過去よりも未来。現在を楽しみながら未来を考える。 

目の前の非日常を味わい尽くす。写真は撮らない。土産は買わない。 

予習と復習を楽しむ。復習よりも予習がたいせつ。ただし予習をやりすぎると授業の楽しみが

減ってしまう。 

何かにかこつけて旅に出る。かこつける対象が現れたらすぐに計画。 

計画する楽しさ。愛読書は地図と時刻表、ネットの「お気に入り」はホテルの予約サイト。 

鉄道乗りつぶし。国内空港・路線バス・定期航路。  

収集癖・支配欲。支配欲と独占欲の違い。 

旅のエピソード 

山口・北九州一人旅。 シベリア鉄道。 真鶴・湯河原・箱根 バスの旅。   

妻のヨーロッパ旅行の成田前泊。 那須のペンション・旅館・ホテル。         

作並温泉と山寺。 男鹿・八郎潟・津軽。 東京駅を眼下に見るホテル。 

冬の北海道一泊旅行。 家族４人での旅行。 結婚記念日・出会いの記念日・銀婚湯。 天草

と長崎。 去年台湾３泊、一昨年ベトナム２泊、今年の９月にマレーシア３泊。被災地気仙沼。 

カンボジアの小学校落成式。  和歌山・奈良・三重・大阪。 青森三半島レンタカーの旅。 

冬の三浦半島一人旅。   北海道留萌の寿司屋のカウンターで安藤さんの後輩と出会う。       

震災直後の道南旅行。 南ロータリー大連ツアー。 秋保温泉・国分町。 

福井周遊きっぷ一人旅。 南九州周遊きっぷ一人旅。 

周遊が好き。単純往復はつまらない。 目的地への到達よりも、移動の過程を楽しむ。 「旅」

と「旅行」の違い。 

「人が旅をするのは到着するためではなく、旅をするためである」（ゲーテ） 

「この人生は旅である。その旅は片道きっぷの旅である。往きはあるが、帰りはない。この旅

でさまざまな人と道中道づれになる。それらの人と楽しくスムーズにやっていくには人生のパ

スポートが大切だ。それはお辞儀と挨拶である。」（吉川栄治） 

旅を楽しめるのは帰る場所があるから。 
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    プログラム 

 

 

月  日 時   間    内      容 

9月 4日(水) 12：30～13：30 
会員卓話 「夢計画を語る」 

夢計画小委員長 安齊誠一会員 

9月 11日(水) 12：30～13：30 
会員卓話 「我が野球部を語る」 

野球部監督 塩田潔会員 

9月 18日(水) 12：30～13：30 
会員卓話 「青少年月間に寄せて」 

青少年奉仕委員会 

9月 25日(水) 12：30～13：30 
外部卓話 「銀行から見た企業経営」 

 日本政策金融公庫統括 内田裕彦様 

 

    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  44名  前々回 8月 14日 

出席数  32名   訂正率    0％ 

欠席数  12名      特別休会 

出席率 80.00％   

 

次回例会 

   

 9月 4日(水) 会員卓話 

 安齊誠一 会員 

「夢計画を語る」 


