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    司 会      田中正夫 S.A.A 

   

● 国歌斉唱「君が代」 ● ロータリーソング「それでこそロータリー」 

 

    会長挨拶     仲田俊夫 会長 

 

     皆さんこんにちは。 

     今、外では雷が鳴っていて最近不安定な天気が続き、竜巻被害も出ております。仕事では十

分にお気を付け下さい。 

     9月 1日(日)那須のクリーン作戦にご参加戴いた皆様には、大変ご苦労様でした。私と田口幹

事は地区職業奉仕セミナーに出席して参りました。伊丹 RCの深川純一氏のお話を聞き、職業は

倫理観で行うもので、中々利益は上がらないのですがその中で利益を上げて行くのだそうで、

私個人の職業奉仕の考え方が変わりました。 

     先日、とちぎテレビで大谷の廃坑の中にボートを浮かべ探検をする番組を放送しておりまし

た。その中に、塩田大成君で当クラブの塩田会員のご子息でした。新しい企画を立て活躍して

いるそうです。知り合いが放送されると嬉しい思いが致します。たまには皆様もとちぎテレビ

をご覧戴ければと思います。 

 

    幹事報告      田口久雄 幹事 

 

   §8月 28日(水)インターアクト設立準備委員会第 1回目の勉強会が当ホテルニューイタヤに於い

て開催されました。次回は 9月 11日(水)です。 

   §9月 1日(日)第 2550地区職業奉仕研究セミナーが宇都宮グランドホテルに於いて開催されまし

た。当クラブからは仲田会長・関職業奉仕委員長が出席されました。 

   §第 2550地区青少年交換委員会 2014－15年度 1年交換留学生募集要項が届いております。(回覧) 

   §栃木 SCホーム共通チケットがあります。ご希望の方は事務局までお申し出下さい。 

   §本日例会終了後、理事会を開催致します。 

 

9月 第 1例会 

2013年 9月 4日(水)    会員数 44名 出席 31名 

TEL:028-635-5511
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    皆出席表彰       嶋田辰雄 委員 

 

    磯貝 太 会員 

 

    2012年 8月より 1か年   

 

 

 

    9月のお祝い事   中野智之 親睦・家族委員長 

 

入会記念 市原久典会員 

    会員誕生 笠原正人会員・菅野孝祠会員・田村一夫会員 

    婦人誕生 喜内敏夫会員・鈴木秀明会員・田中正夫会員・若月章男会員 

山本幹夫会員・岩本一男会員 

    創立記念 鈴木秀明会員（株)鈴和 ・ 山本幹夫会員 宇都宮ヤマイチ(株) 

菅野孝祠会員 (株)向立 

    結婚記念 青木克浩会員 

 

    スマイル BOX委員会   喜内敏夫 委員 

 

   §笠原正人会員 先日、那須に清掃登山に行って来ました。RC 奉仕活動の一環でしたが、南月山

に登ったのは私一人で～す。良い事もあるものです。途中、魅力的な中年女性

と一緒に歩きました。その女性には、それ以上の奉仕活動は遠慮しましたが。。。 

   §大野俊男会員 9月 1日の那須清掃登山。参加戴いた皆様、お疲れ様でした。そしてありがとう

ございました。資料作成して戴きました関リーダー、ありがとうございました！ 

   §藤島 拓会員 8月 29日の野球リーグ戦(対 90RC)で、仲田会長、佐々木ファミリーの応援を戴

き、ありがとうございました。投げては四死球、チャンスで打てなくてすみま

せん。反省してスマイルします！！本日は、西クラブとの試合がありますが、

天気(雷)が心配です！！ 

   §荒井健次会員 先日、会計監査を村上芳弘会員に受けました。各委員長様、1年間ありがとうご

ざいました。 

   §中野智之会員 今日は二日酔いですが、元気にガンバリます。 

   §田村一夫会員 今年で大台の年になります。車の免許の高齢者講習に行って来ました。まだ若

いつもりですが。。。 

   §田中正夫会員 今週の土曜日は妻の誕生日で、翌、日曜日は長男の誕生日です。東京ステーシ

ョンホテルのドームサイドに宿泊して来ます。 

   §磯貝 太会員 本日、皆出席表彰です。1年が早いです。これからも元気、元気、元気で頑張り

ます。道を切り開くには自信と勇気だ。これからも磯貝、宜しくお願いします！ 

   §喜内敏夫会員 那須クリーンキャンペーン＆清掃登山に南クラブの多くの方のご参加ありがと

うございます。お蔭様で総勢 185名の参加で行くことが出来ました。 
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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  9,000円 

亘理ロータリークラブワンコイン支援          今週の金額  1,625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 23,000円   米山記念奨学会 寄付  合計 43,000円 

 

    会員卓話 

 

    夢計画小委員長 安齊誠一 会員 

 

   「夢計画を語る」 

     

 

 

   ベトナム・ホーチミン市ストリートチルドレン支援についてのお話がございました。 

ホーチミン市 孤児施設 グリーン・バンブー・ワームハウス(温かい青竹の家)訪問 

訪問団メンバー：安齊誠一・山本幹夫・藤井康夫・大野俊男・市原久典 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   引き続き、藤井康夫会員・大野俊男会員・市原久典会員よりベトナム訪問のお話がございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出席報告  嶋田辰雄 委員 

 

会員数  44名  前々回 8月 21日 

出席数  31名   訂正率  82.50％ 

欠席数  13名      

出席率 77.50％   

 

次回例会 

   

 9月 11日(水) 会員卓話 

 塩田 潔 会員 

「我が野球部を語る」 
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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 

 

 

月  日 時   間    内      容 

10月 2日(水) 10：30～13：30 
職場訪問 移動例会  

鹿沼ソーラーファーム 

10月 6日(日) 9：00～15：30 
第 2550地区 地区大会 

宇都宮グランドホテル 

10月 9日(水) 振替休会 10月 6日地区大会出席の為 

10月 16日(水) 12：30～13：30 
米山奨学生 卓話 

米山記念奨学委員会 

10月 23日(水) 12：30～13：30 
ガバナー補佐訪問 第 3グループ B  

ガバナー補佐 村上芳弘 氏 

10月 30日(水) 18：30～20：30 
夜間例会「紅葉狩り」 

親睦・家族委員会 

 

 

    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  


