RID2550 UTSUNOMIYA SOUTH ROTARY CLUB

2016-2017 年度 第 1692 回例会
宇都宮南ロータリークラブ会報
会長：安齋誠一

幹事：関口 隆

広報委員会ﾘｰﾀﾞｰ：酒澤伸二

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）

9 月 第 1 例会
2016 年 9 月 7 日(水)

司

会

物井

§国歌斉唱「君が代」

会長挨拶

栄三郎

会員数 51 名

出席 30 名

S.A.A

§ロータリーソング「奉仕の理想」

安齊

誠一

会長

皆さんこんにちは。
9 月に入りました。台風が相次いで来ていますが、米国テキサス州と中国長江の付近では川が大氾
濫し、津波のように家が流されて行く報道がありました。その反面、中南米では大干ばつにより川
が干上がり、ワニが数千匹日干しになっているそうです。温暖化が進み、本来の地球の仕組みがお
かしくなっている事を痛感致しました。
本日の卓話は、会員の皆様方の自社 PR となっております。よろしくお願い致します。
9 月 3 日(土)宇都宮南高等学校のバザーがあり、南風インターアクトクラブメンバーと共に磯貝会
員、山本敬三会員、角田会員が参加されました。活発な活動、本当に感謝致します。

幹事報告

関口 隆 幹事

§国際ソロプチミストより、冊子「1 年を返して」が届いております。(回覧)
§本日、例会終了後、理事会を開催致します。

9 月のお祝い事

桑田

豊豪

親睦・家族委員

入会記念 市原久典会員・蛭田和明会員・大島スミ子会員
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)
角田充由会員 社会福祉法人 南都会
結婚記念 青木克浩会員
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皆出席表彰
磯貝

太 会員

2012 年 8 月より 4 ヵ年

野球大会実行委員会報告

藤島

拓 会員

§9 月 25 日(日)第 2550 地区親善野球大会 の出欠のご回答のお済でない方は至急ご連絡ください。
§9 月 14 日(水)の例会はクラブフォーラムとし、野球大会前々夜祭のリハーサルを致します。

スマイル BOX 委員会報告

嶋田

辰男 委員長

§安齊誠一会長 今日から約ひと月に 1 回の会員の会社の PR や自慢話しをしていただきますがよろ
しくお願い致します。楽しみにしています。
§坂本昭一副会長 会員の自社 PR の卓話、大いに語って PR してください。
§村上芳弘会員 9 月に入りましたが暑い、そして台風など被害がいつもの年よりも多いです。気を
つけたいと思います。
§田口久雄会員 本日から、今年度例会の目玉とも言わんとする自社 PR がスタートします！皆様よ
ろしくお願い致します。
§桑田豊豪会員 本日も何卒よろしくお願い致します。卓話も上手くお話できるか分かりませんが、
よろしくお願い致します。
§相馬大輝会員 先週より、本日まで葬儀の仕事に於いて指名を 3 本いただきました。
§川又俊治会員 うつのみや花火大会ご協力ありがとうございました。NHK にも出演させていただき、
多くの方に知っていただき、ありがとうございました。これからもうつのみや花火
大会を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
会員卓話
相馬 大輝 会員 株式会社 向立 業務課 執行役員業務部長
平成元年 8 月創業、55 名の従業員が安全安心と信頼の企業を目指
して邁進しております。宇都宮市の栃の葉葬儀社は、宇都宮市の皆
様のために葬儀に関する全てをサポートさせていただきます。お客
様に少しでもご満足いただけるご葬儀を安い価格でご提供できるよ
うに、栃の葉葬儀社では様々な努力と工夫を行い業務に取り組んで
おります。

今週の金額 7,000 円
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家族葬から社葬まで、仏式葬儀 ・ 友人葬 ・ 神式葬儀 ・キリスト教式葬儀など、あらゆる宗旨 ・ 宗
派のお葬式を承ります。宇都宮市内に 3 つのホール、宇都宮市西川田に西川田ホール、宇都宮市八
幡台に戸祭ホール、宇都宮市東峰町に東峰ホールをご用意しております。現在、清原に新設建設中
です。家族葬には、メリットとデメリットがございます。経験豊富なスタッフが最適なご提案をい
たしますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

ホームページ www.tochinoha.co.jp/

川又 俊治 会員

株式会社 メタルワーカー・エスイーエー 代表取締役

マイカーを手に入れるというのは、ライフスタイルを決定する大きな
イベントの一つです。クルマを選ぶというのは想像以上に様々な要因
が絡んできます。クルマの価格、デザイン、燃費、扱いやすさ、そし
てあなたのライフスタイル。その一つ一つが、あなたの毎日をデザイ
ンする大切な要素となるのです。
私たちは、そのライフスタイルのデザインをあなたと一緒に行いた
いと思っています。
S－service 修理

E－entertainment 仕上がり・魅せる・感動

A－after 気配り・もてなし・気遣い
カタチのないものがとても重要であり、お客様に何を買っていただくか！それこそが”仕事”本
来の意味だと私たちは考えます。私たちは観察し、考えながら会社を前進させ”SEA”
（海）のよう
に大きく、深く広く先を考え、大陸と大陸をつなげるように、人と人とをつなげる会社を創ります。
「人でなく、人間になれ」間を大切にお客様と関わっていければと思います。
「三方よし」という言葉があります。事を成すことにおいて自分だけがよくなるという考えは長続
きしません。
“仲間”とはお客様・社員様・業者様。その三方それぞれが幸せの価値観を敬い、そし
て社会もよくなるよう「四方よし」の精神で、そのそれぞれ違いのある最も幸せな“サービス”・”
エンターテイメント”
・”アフター”を考え、海のように大きく、深く”観察”し、真の SEA に成る
ことを目指して行きます。多くの仲間と笑いの渦を！作ったろーじゃん！皆さん、絶対に笑わせて
いきます！よろしくお願いします。

ホームページ www.metalworker-sea.com/

桑田 豊豪 会員 東京海上日動火災保険 株式会社 栃木支店次長兼宇都宮支店長
§個人向けでは超保険は、必要な補償をひとつにまとめた、新しい保険
のかたちです従来バラバラだった保険をひとつにまとめ、リスク単位で
整理しました。補償の全体像を一目で見渡せるから、ニーズに合わせて
必要な補償を一定の条件のもと、自由に組み合わせることができ、シン
プルでわかりやすくなります。
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§超ビジネス保険とは事業活動を取り巻くリスクはたくさんあります。超ビジネス保険は様々な
リスクを 1 つの保険でまとめて補償することができます。
§東京海上日動が提携するベルフォア社の「早期災害復旧支援」とは？
ベルフォア社は、火災、水災等からの災害復旧支援を行う世界的な災害復旧専門会社です。火災等
で罹(り)災した建物・機械設備の煙・スス等による汚染の調査、汚染除去を行います。従来は新品
交換する以外に方法がなかった機械、設備等を罹(り)災前の機能・状態に修復し、事業の早期復旧
を支援します。
§社長ご自身と会社のための入院保障対策について
§WIN クラブ 日本国内に所在する法人を対象とし、中小企業向けの各種情報・サービスを無料で提供
する会員制クラブです。弊社契約の有無に関わらず加入する事ができます。
弊社との保険取引の有無を問わずご入会いただけます。
（一部サービスに、ご契約者様専用のものが
ございます。
） 原則として、国内に所在する法人を対象としておりますが、個人事業主の方もお入
りいただけます。本クラブへの入会金・年会費は無料です。
（一部のサービスに、有料となるものも
ございます。
）

ホームページ www.tokiomarine-nichido.co.jp/

枝野 修一 会員 有限会社 アニマート 代表取締役
アニマートは栃木県宇都宮市の高品質の賃貸アパートを所有する企業
です。名前の由来は、元気に、生き生きと、快活に、という意味の演奏
用語です。入居者同士の人の輪が、前向きで明るい未来に繋がるような
アパート経営を目指します。
100Mbps のインターネット無料で利用できます。最近では、携帯電話の
普及と、カケホーダイなどのサービスの充実で固定電話を持たない方が
多くなってきています。しかし、映像や音楽などのサービスでパケット料が跳ねあがったり、速度
が極端に遅くなったりしていませんか。アニマートでは、思う存分、自宅でインターネットが可能
です。100Mbps ならストリーミング動画もストレスなく見ることが出来ます。接続や、設定などのア
フターフォローも万全！Mobile Wi‐Fi よりも速く、無料です。ご自分で固定電話+光を契約するの
と比べて、5000 円～6500 円ほどお得です。家賃をトータルで考えてみてください。出張や旅行でホ
テルを選ぶ基準も Wi‐Fi 無料で選んでいませんか？これからはインターネット付住宅が選ぶ基準で
す！ ホームページ animatocompany.wixsite.com/

出席報告

長谷川

会員数 51 名
前々回 8 月 24 日

博夫 出席委員

出席数 27 名
訂正率 100％

欠席数 24 名
納涼家族会

次回例会
9 月 14 日(水)

野球大会

大会前々夜祭リハーサル

出席率 67.50％

