
RID2550 UTSUNOMIYA SOUTH ROTARY CLUB 

 

 
 

 2013-2014 年度  第 1563 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 

   

● 国歌斉唱「君が代」  ● ロータリーソング「奉仕の理想」 

 

    会長挨拶     仲田俊夫 会長 

 

     皆様明けましておめでとうございます。昨年中は色々お世話になりました。今年もあと半年

よろしくお願い致します。今年度は当クラブから村上ガバナー補佐が出られ、昨年はインター

アクトクラブの設立が皆様のお蔭でできました。会員増強も 4 名の目標を達成しなければなり

ません。1月 29日の市長例会には皆様全員のご参加をお願いしなければなりません。2月 4日(火)

は知事例会です。当クラブの村上ガバナー補佐が主宰する例会です。4月のお花見例会にはご家

族も含めての例会としたいと計画しております。皆様の御協力をお願いしつつあと半年頑張っ

て行きたいと思っておりますので、よろしくお願い申し上げます。 

 

    新入会員入会式 

   

   水原 清 会員 

   (株)建築工房 源 代表取締役 

   紹介者 笠原正人会員 

 

   角田充由 会員 

   社会福祉法人 南都会 特別養護老人ホーム元気の里 

   紹介者 村上芳弘会員 

 

 

 

 

1月 第 1例会 

2014年 1月 8日(水)    会員数 46名 出席 46名 

TEL:028-635-5511
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    幹事報告      田口久雄 幹事 

    

§「宮のにぎわい山車復活プロジェクト」の檜山昌彦会長より、昨年度火焔太鼓山車賦活募金協力へ

のお礼と 1月 26日に行われる彫刻・黒崎工房作業現場見学のご案内が届いております。(回覧) 

   §2月 4日(火)は第 2550地区 Bグループ合同例会で福田富一知事をお招きします。村上ガバナー

補佐が主宰ですので、全員出席をお願い致します。宇都宮東ロータリークラブの例会に合わせ

たプログラムとなります。会場はホテルニューイタヤ 3階天平の間です。     

 

    1月のお祝い事   酒澤伸二 委員 

 

§入会記念 荒井健次会員・藤井康夫会員・小保方信聴会員・中野智之会員・山本敬三会員 

    §会員誕生 荒井健次会員・安齊誠一会員・仲田俊夫会員・荻原英美会員・山本幹夫会員 

    §夫人誕生 菅野孝祠会員・田口久雄会員・青木克浩会員・中野智之会員・磯貝太会員 

    §結婚記念 山本幹夫会員・杉本供也会員 

    §創立記念 平澤照隆会員 宗教法人 金剛定寺 ・ 喜内敏夫会員 芙蓉地所(株) 

          小塚照夫会員 小塚歯科医院 ・ 田島久夫会員 (株)ホテルニューイタヤ 

          青木克浩会員 (株)石太郎 ・ 中野智之会員 (株)ネオクリエイト 

          杉本供也会員 (有)無限デザイン 

 

    スマイル BOX委員会   喜内敏夫 委員 

 

   §仲田俊夫会長 明けましておめでとうございます。昨年中は色々世話になりました。今年もあ

と半年あります。どうぞよろしくお願いします。 

   §田口久雄幹事 明けましておめでとうございます。仲田年度後半戦も頑張ります。よろしくお

願いします！ 

§村上芳弘会員 明けましておめでとうございます。仲田年度残り半年頑張りましょう。 

§小塚照夫会員 本年も幸多き年になります様、皆様の御健勝 御多幸をお祈り申し上げます。 

§水原 清会員 ただいまです！！ 

   §平澤照隆会員・坂井俊司会員・田村一夫会員・鈴木秀明会員・中野智之会員・荒井健次会員 

藤井康夫会員・坂本昭一会員・関 享一会員・田島久夫会員・菊池 功会員・磯貝 太会員 

菅野孝祠会員・若月章男会員 

 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します。 

   §嶋田辰雄会員 明けましておめでとうございます。本年もご指導よろしくお願いします。 

   §物井栄三郎会員 おめでとうございます。今年は病気をしないように気を付けます。よろしく

お願いします。 

   §酒澤伸二会員 昨年は誠にありがとうございました。本年もどうぞよろしくお願い致します。 

   §田中正夫会員 年が明けてもお酒が飲めてめでたいです。 

   §塩田 潔会員 明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願い致します。今年は甲

子園に行きます。会員の皆様の御支援をよろしくお願い致します。 

   §笠原正人会員 明けましておめでとうございます。仲田年度はまだ半年、道なかばです。今年
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は念願の甲子園出場の年。連れて行って下さい。ベンチウォーマーで結構です。 

   §藤島 拓会員 新年明けましておめでとうございます。念願の甲子園、1勝目指して頑張りまし

ょう！！ 

   §荻原英美会員 昨年末、宇都宮東高等学校の職業体験学習で中学生 3 人を 4 日間受け入れまし

た。礼儀もしっかりできて、一般社会人より立派で当事務所の職員も逆に教え

られることが多かったです。若い未来ある人の受け入れは今回で 3回目ですが、

本当にこちらが励みになりました。本年もよろしくお願いします。 

   §小保方信聴会員 今日は私の好きだった大阪で有名な芸人がなくなって・・・そのテレビを見

ながら涙を流しておりました。でも爽やかな涙です。また正月早々惜しい人を

亡くしてしまいました。 

   §小林 裕会員 只今 決算中です。 

   §若林博純委員長 明けましておめでとうございます。今年もスマイルよろしくお願い致します。 

    

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  41,000円 

 

    新年会 

 

    明けましておめでとうございます。 

 

今年もよろしくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出席報告  嶋田辰雄 委員 

 

会員数  45名  前々回 12月 25日 

出席数  45名   訂正率  100％ 

欠席数   0名       忘年会 

出席率 100％    

 

次回例会 

   

 1月 15日(水) 外部卓話 

        柿沼幸宏 様(小山東 RC) 

     「ロータリー世界月間によせて」 
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    プログラム 

 

 

月  日 時   間    内      容 

1月 1日(水)  年始につき休会 

1月  8日(水) 18：30～20：30 
夜間例会  

クラブフォーラム・新年会 

1月 15日(水) 12：30～13：30 
外部卓話：ロータリー世界月間 

小山東 RC 柿沼幸宏 様 

1月 22日(水) 12：30～13：30 
外部卓話：大谷石研究会 

     髙橋啓子 様 

1月 29日(水) 12：30～13：30 宇都宮市長例会：佐藤栄一市長 

 

 

月  日 時   間    内      容 

2月 4日(火) 12：30～13：30 

福田富一栃木県知事 卓話 

第 3グループ B 合同例会 

村上ガバナー補佐 主宰 

2月  5日(水)  2月 4日(火)振替休会 

2月 12日(水) 12：30～13：30 

外部卓話：ＮＨＫ宇都宮放送局 

     局長 北出幸一 様 

     「ＮＨＫ連続テレビ小説」 

2月 19日(水) 12：30～13：30 
会員卓話：若月章男 会員  

     「業界の今」 

2月 26日(水) 12：30～13：30 
外部卓話：那須プラーセン 

     副社長 越石直子 様 

 


