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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      坂井 俊司 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     小塚 照夫 会長 

 

皆さんこんにちは。 

     年の瀬、日めぐり暦も 1 枚を残すのみとなりました。今年は国政選挙も織り込まれ、例年よ

りも何かと気忙しい日々がやって来ました。 

     本日、クラブ定款に定められている年次総会を開催致します。伝統あるクラブの年輪の輪を

加える大切な総会です。よろしく御協議下さいます様、お願い致します。 

     そして、本日の卓話は「我が人生を語る第 5 弾」ん太郎 代表 荒川憲司様にお願いしており

ます。荒川様、よろしくお願い致します。 

 

    幹事報告      中野 智之 幹事 

 

   §2015年 1月 18日(日)新入会員地区研修セミナーが開催されます。入会 5年未満の新入会員が対

象ですが、在籍年数に関係なく、参加ご希望の方はご参加下さい。 

(取りまとめ 情報委員会塩田委員長) 

       

    12 月のお祝い事   親睦委員会 山本 幹夫 委員長 

 

§会員誕生 喜内敏夫会員・小塚照夫会員・鈴木秀明会員・関口隆会員・中野智之会員 

§入会記念 平澤照隆会員・笠原正人会員・齋藤 裕 名誉会員 

§婦人誕生 金田秀壽会員・坂本昭一会員・物井栄三郎会員 

   §結婚記念 喜内敏夫会員・黒崎丈博会員 

   §創立記念 村上芳弘会員 日東石油(株) ・ 笠原正人会員 アサヒタクシー(株) 

         枝野修一会員 (有)アニマート 

12 月 第 1 例会 

2014 年 12 月 3 日(水)    会員数 46 名 出席 38 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 

 

   §藤井康夫副会長 早いものでもう 12月です。1年なんて早いものですね。スマイルします。 

   §中野智之幹事 ん太郎様、本日の卓話ありがとうございます。よろしくお願い致します。 

   §塩田 潔会員 今日はん太郎さんの卓話を楽しみに来ました。よろしくお願い致します。 

   §喜内敏夫会員 毎回のお願いで恐縮ですが、ロータリー財団の寄付受付を今年度分、本日で終

了致します。多くの会員のご協力ありがとうございます。 

   §村上芳弘会員 お互い風邪を引かぬよう気を付けましょう。小塚年度も 12 月で半年経過です。

頑張って下さい。 

   §田口久雄会員 今朝思わず見上げた空は、雲一つなく澄み切って正しく「紺碧の大空」でした。

その先に広がる大宇宙まで見渡せたようで、朝から何とも幸福な心持になりま

した。スマイルします。 

   §平澤照隆会員 本年もあと 1 ヶ月残りです。悔いのない 1 年であります様、最後まで頑張りま

しょう。 

   §田中正夫会員 来シーズンに向けたトレーニングのやり過ぎで膝を少し痛めてしまいました。 

   §鈴木秀明会員 今日出てくる前に久しぶりに夫婦喧嘩をしてしまいました。落ち込んでいます。 

   §藤島 拓会員 妻の誕生日に美しいお花を戴いてありがとうございます！！菅野さん、届けて

戴いて妻もとても喜んでいました！！子供の小学校でインフルエンザによる学

級閉鎖になっています！！皆様もお気をつけて下さい！！ 

   §角田充由会員 インフルエンザの予防接種を受けて来ました。皆様も充分にご注意下さい。 

   §青木克浩委員長 家を出てからイタヤホテルまで 18 か所信号を通過します。その内、3 分の 2

赤信号で引っかかり、遅くなりました。言い訳の為、スマイルしました。 

 

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 13,000 円 

  亘理ロータリークラブワンコイン支援           今週の金額    300 円 

甲子園支援金                      今週の金額  2,045 円 

 

    年次総会 

 

  議題 次年度理事役員選挙 

 

    外部卓話 

 

  (有)んカンパニー  

代表 ん太郎 様(荒川憲司様) 

 

 

    

   ん太郎ワールド、人生の中での出会いと己の姿勢や考え方をお話されました。 
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高校在籍中にプロボクサーとしてデビュー。プロとして 8 勝 2 敗の戦績を収めた後に美容師に転

身。今年で美容師として 40 年目となることから、自らが積み重ねてきた技術や独自に考案した「2

丁はさみ」の使い方などを同著にまとめた。付録の DVD では、その技術を紹介するほか、現在もボ

ランティアで子どもたちにボクシングを教える姿も収められている。2 冊目となる著書「俺ん太郎 

vol.2 極めの序曲」（下野新聞社）を出版した。 

 

www1.odn.ne.jp/ntaro/   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出席報告  嶋田 辰男 委員長 

 

会員数  46 名  前々回 11 月 19 日 

出席数  38 名  訂正率 70.73％ 

欠席数   8 名     

出席率  88.37％  

次回例会 

 12月 10日(水)は 11日(木)に振替休会 

 12 月 11 日(木) 叙勲祝賀会 

         菊池 功 会員 

         村上芳弘 会員 

         小保方信聴 会員 
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    プログラム 

 

 

月  日 時  間 内  容 

12 月 10 日(水) 振替休会 12 月 11 日(木)に例会変更 

12 月 11 日(木) 18：30～20：30 
菊池功会員・村上芳弘会員・小保方信聴会員 

叙勲祝賀会 

12 月 17 日(水) 振替休会 12 月 20 日(土)に例会変更 

12 月 20 日(土) 18：30～20：30 クリスマス家族会 

12 月 24 日(水) 12：30～13：30 
外部卓話：易経に学ぶ 

岸税務会計事務所 所長 岸 広 様 

12 月 31 日(水) 特別休会 年末特別休会 

 

 

月  日 時  間 内  容 

1 月 7 日(水) 18：30～20：30 新年会 

1 月 14 日(水) 12：30～13：30 

外部卓話：「葉っぱと根っこ」 

(株)コンパス・ポイント 

代表取締役 高久多美男 様 

1 月 21 日(水) 12：30～13：30 
会員卓話：「我が人生を語る」 

安齊誠一 会員 

12 月 24 日(水) 12：30～13：30 

外部卓話：「和菓子の話」 

御菓子司 濱田屋本店  

店主 田崎岳司 様 

 


