
RID2550 UTSUNOMIYA SOUTH ROTARY CLUB 

 

 2013-2014 年度  第 1598 回例会 

宇 都 宮 南 ロ ー タ リ ー ク ラ ブ 会 報 
 

会長：小塚照夫  幹事：中野智之  会報委員長：佐々木隆 

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      黒崎丈博 S.A.A 

   ● ロータリーソング「それでこそロータリー」 

    会長挨拶     小塚照夫 会長 

 

皆さんこんにちは。 

     先ずもって野球部の優勝おめでとうございました。私は所用で皆様の晴れの姿の応援に駆け

付けられず申し訳ないと思っております。今後のご活躍を期待致します。 

     北からの便りでは紅葉が始まったと伝えています。街行く人の服装も夏一色の様相から秋の

濃い色の組合せに変わってきています。秋の到来を目で実践する季節がやって来たような気が

致します。また、今週末には地区大会という一大イベントがあります。県北で行われますが多

くの皆様のご参加をよろしくお願い致します。 

     本日は、火焔太鼓の山車復活巡業として田巻秀樹様に卓話をお願いしております。皆様方の

ご静聴をよろしくお願い致します。 

 

    幹事報告       中野智之 幹事 

 

   §9月 21日(日)地区大会参加者のバスで行かれる方は、7:15ホテルニューイタヤロビーに集合し

て下さい。7:30出発となります。 

   §広島豪雨災害義援金のご協力をお願い致します。（支援ボックスを回します。） 

  

    新入会員紹介者表彰 

 

    2名紹介(ブロンズピン) 若月章男会員  

    1名紹介(ブルーピン)  村上芳弘会員  

                塩田 潔会員 

                青木克浩会員 

 

 

9月 第 3例会 

2014年 9月 17日(水)    会員数 47名 出席 31名 

tel:028-635-5511
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    スマイル BOX委員会報告  青木克浩 委員長 

 

   §小塚照夫会長 野球大会、優勝おめでとうございました。皆様の晴れの姿を応援できなくて残

念でした。どうしても欠席できない集まりがありまして失礼しました。 

§藤井康夫副会長 野球部の皆さん優勝おめでとうございます。田巻さん、南ロータリークラブ

へようこそ、卓話楽しみにしています。よろしくお願い致します。 

§中野智之幹事  優勝おめでとうございます！！ 

   §平澤照隆会員 本日の卓話、楽しみです。 

   §笠原正人会員 野球大会おめでとう。中年の星達よ！よくがんばった。私は旅行で出場できず、

活躍の場を失ったことは非常に残念！！来年甲子園で活躍するぞ！！！！！ 

   §塩田 潔会員 4月 14日の第 2550地区の野球大会に於いて、念願の優勝を 17年振りにしまし

た。多くの皆様の応援、ありがとうございました。来年も甲子園が見えて来ま

した。 

   §藤島 拓会員 南クラブの多大なる御支援と会員皆様の絶大な応援をいただきまして、念願で

ありました、第 2550地区親善野球大会の Bブロックで優勝する事が出来ました。

今後もクラブが益々元気になる様に頑張りますので、引き続きよろしくお願い

致します。 

   §青木克浩会員 南 RCの名を甲子園と言う晴れ舞台で轟かせられるよう、更なる精進をして参り

ますので、引き続き応援よろしくお願い致します。 

   §山本敬三会員 皆様の力強い応援の賜物で優勝できました。 

   §菅野孝祠会員 先日の野球大会には会員の方々に応援に来て戴き、ありがとうございました。

優勝する事ができました。 

   §磯貝 太会員 野球大会応援ありがとうございました。村上芳弘さん山本敬三さんナイスヒッ

ト、連覇目指して来年も頑張りましょう。 

   §酒澤伸二会員 祝 優勝 野球大会では Bブロック優勝できました。盗塁しすぎて足が痛いです。

皆様ありがとうございました。 

   §黒崎丈博会員 先日のローターアクト親善野球大会で圧勝で優勝致しました。応援戴いた皆様

ありがとうございました。 

   §田中正夫会員 これからもスコア付けをやります。 

   §菊池 功会員 野球優勝おめでとう。 

   §若月章男会員 野球部優勝おめでとうございます。宇都宮では敵なしですね。あとは打倒鹿沼

で頑張って下さい。 

   §仲田俊夫会員 野球部 Bブロック優勝おめでとうございます。宇都宮南 RCの為にもこれからも

勝ち続けて下さい。 

   §喜内敏夫会員 野球部の大活躍、そして優勝、誠におめでとうございます。 

   §関 亨一会員 野球部優勝おめでとう！ 

   §高久和男会員 山形県鳥海山から帰りました。明日から 10日間中国遠征に出掛けます。 

                 

  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 33,000円 

  広島災害義援金                     今週の金額 13,500円 
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亘理ロータリークラブワンコイン支援           今週の金額  1,271円 

甲子園支援金                      今週の金額  5,600円 

 

    招待卓話 

 

   宮のにぎわい山車復活プロジェクト 

   事務局長 田巻 英樹 様 

 

菊水祭の絶頂期であった弘化４年（1847）の資料によれば、 

祭礼町３９町から山車が３１台、彩色彫刻屋台が２０台、 

常磐津や清元などの芸屋台が１６台、計６７台の山車・ 

屋台が繰り出されていました。 

 私たちプロジェクトの１０年目標は下記の通りです。 

第１目標  新石町山車「火焔太鼓」の復活 期間３年 

第２目標  ２台目の山車復活（残存物から対象山車選定）期間３年 

第３目標  伝馬町山車「剣赤熊（けんしゃぐま）」の復活 期間４年 

第４目標  合同山車会館の建設 １０年後 

 また、復活巡行に際しては、菊水祭山車屋台（本郷町、伝馬町、蓬莱町）との合同、 

江戸期、明治期に一緒に巡行した山車屋台の里帰り巡行、県内・関東地方の山車屋台サミットな

ど、 

一台でも多くの仲間と手をつなぎ、宮の賑わいを少しずつ取り戻したいと考えています。 

 

活動内容はホームページに掲載 http://www.tamaki-net.com/dasiprkatudou.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tamaki-net.com/dasiprkatudou.htm
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    野球部報告    塩田 潔 監督 

 

    17年振りに嬉しい優勝を致しました。皆様の応援のお蔭です。本当にありがとうございました。

第 2550 地区は旧地区茨城を含み今年で 29 回大会となります。その中で、通算 5 回目の優勝とな

る伝統あるチームであります。優勝を味わうのは久々でした。初戦 陽東 RC に 25 対 3、2 回戦決

勝が宇都宮 90RCに 12対 3で圧勝致しました。初戦は藤島投手が完投し、2試合目は磯田投手が完

封寸前でしたが、友愛の精神を示し私が投げて 3点を献上し宇都宮 90RCとの友愛を保つことがで

きました。来年も甲子園が見えてきたと思います。それも皆様の応援があってこそですので、よ

ろしくお願い致します。 【野球部全員で皆様にお礼がございました】 
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    プログラム 

 

月  日 時  間 内  容 

9月 24日(水) 休会 21日(日)地区大会振替休会 

 

月  日 時  間 内  容 

10月 1日(水) 12：30～13：30 
米山月間による卓話 

地区委員 恩田光憲 様 

10月 8日(水) 12：30～13：30 
職業奉仕 卓話 

我が人生を語る  村上芳弘 会員 

10月 15日(水) 12：30～13：30 

ガバナー補佐訪問 

RI第 2550地区 第 3グループ B 

ガバナー補佐 佐貫直通 様 

10月 22日(水) 12：30～13：30 
ロータリー財団 卓話 

地区委員 斎藤一郎 様 

10月 29日(水) 12：30～13：30 

ガバナー公式訪問 

RI第 250地区  

ガバナー 長嶋一郎 様 

 

出席報告  青柳真琴 委員 

 

会員数  47名  前々回 9月 3日 

出席数  31名  訂正率 74.42％ 

欠席数  16名      

出席率  73.81％  

 

次回例会 

   

9月 24日(水) 地区大会振替休会 

  

 10月 1日(水) 米山月間による卓話 

        地区委員 恩田光憲 様 


