RID2550 UTSUNOMIYA SOUTH ROTARY CLUB

2016-2017 年度 第 1721 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）

4月

第 3 例会

2017 年 4 月 19 日(水)

司

会

田島

会員数 51 名 出席 26 名

久夫 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

安齊

誠一 会長

皆さんこんにちは。
4 月 15 日(土)の創立 35 周年記念式典では、皆様のご協力により大成をおさめました事を深く御礼
申し上げます。大きな行事が終わり、肩の荷が軽くなったように思えます。残る行事を恙無くこな
せますよう、引き続き皆様のご協力をよろしくお願い致します。

幹事報告

関口

隆 幹事

§地区より、ライラセミナー報告書が届いております。(回覧)

次年度幹事報告

藤島

拓 次年度幹事

§本日例会終了後、13：30 より第 2 回次年度理事会を行いますので、関係者のご出席をよろしくお
願い致します。

創立 35 周年記念実行委員会報告

笠原

正人 実行委員長

創立 35 周年記念式典と祝賀会を皆様のご協力により、無事に終了する事ができました。約 1 年間
に渡り皆様のお力を結集した結果、大成功をおさめたと思っております。皆様、本当にありがとう
ございました。

インターアクト委員会報告

磯貝

太 委員長

§4 月 22 日(土)足尾植樹奉仕活動が開催されます。ご参加の皆様よろしくお願い致します。

美術愛好会

坂本

昭一 会員

§宇都宮美術館開館 20 周年記念「ベルギー奇想の系譜展」が 3 月 19 日(日)～5 月 7 日(日)まで展
示されます。入館チケットをご希望の方はお申し出下さい。
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スマイル BOX 委員会報告
§安齊誠一会長

嶋田

辰雄 委員長

15 日の 35 周年記念式典は会員の皆様のご協力で無事成功できました事を感謝致し
ます。

§坂本昭一副会長
§笠原正人会員

創立 35 周年事業、ご苦労様でした。40 周年に向け、これからも頑張りましょう。
35 周年記念式典には、皆さんのご協力ありがとうございました。おかげさまで無
事終了し、お客様も満足してお帰りになられたようです。本当にありがとうござ
いました。

§村上芳弘会員

35 周年記念式典無事終了しました。皆様のご協力の賜物と感謝申し上げます。

§菊池

創立 35 周年記念式典、風邪を引いてしまいお休みしてしまいました。

功会員

§若林博純会員

35 周年記念式典ご苦労様でした。

§佐々木隆会員

35 周年記念式典お疲れ様でした。

§田口久雄会員

土曜日は 35 周年記念式典お疲れ様でした。本日は自社 PR の 4 名の方、よろしく
お願い致します。

§山本敬三会員

本日は私の誕生日です。気持ちは 41 歳、頑張ります。

§藤島

今週日曜日 4 月 23 日 9 時から駒生 A 球場で、
今年 2 回目の野球練習を行います!!5

拓会員

月 20 日の甲子園大会目指して怪我の無いように頑張りましょう!!

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 14,000 円

会員による自社 PR
磯貝

太 会員

ウィズテック株式会社 代表取締役

清掃業(パナホーム・一条工務店)
産業廃棄物収集運搬業(店舗移転・閉店・建設会社の資材置き場)
一般廃棄物収集運搬作業(事業系飲食店・ツタヤ・サトカメ)
一般労働者派遣業務(文化会館市民芸術祭)・特殊清掃(事故現場)
遺品整理業(生前整理・老前整理・断捨離)
・生前整理アドバイザー(自ら集めた物の整理)
・老前整理(自分の子供に迷惑をかけない・定年後)
・断捨離(不要・不敵・不快)
離婚ゴミ・福祉環境整理(介護や施設入居が必要になった人の自宅の整理)

http://www.withtech.jp

佐々木

隆 会員

税理士法人 アトミック＆パートナーズひまわり事務所 所長
私たち会計事務所にできることは小さな事でしかないかもしれません。
経営者の皆様の豊富な経験と知識に優るものはありません。
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しかし経営者の皆様はあらゆる場面で【決断】を迫られることが必ずあります。
そのような時にサポートできる会計事務所でありたいと私達は考えております。
平成 12 年 7 月に開業してから数多くの経営者様、数多くの諸先輩方と数え切れない出会いがあ
り多くのことを学ばせていただきました。そしてそこで得たものを必要とする方へ一つでも多
く繋いでいけることができればと考えております。

http://sasakitakashi.tkcnf.com/office

若林 博純 会員

株式会社 若林 代表取締役

若い方々の米離れ、事故米問題、輸入米の増加など、日本のお米に
とって良いニュースが多くない昨今。しかしながら、それでも日本は
お米大国であり、和食は元より、日本人の食生活には欠かせないもの
です。弊社は、常に安全でおいしいお米のご提供を心掛け、また、お取引様方、農家の方々、
地域の方々、関係者の方々、いろいろな方に支えられながら、創業 90 年を迎えました。
栃木県、その中でも特に県北は、日本有数の良食味米がとれる米どころでございます。
「栃木
県北産こしひかり」を看板商品として、栃木県産米を中心に、全国各地、多品種のお米を取り
扱っております。
安全でおいしい、そして尚且つ安価である。そんなお米をこれからもご提供しつつ、節目の
創業 100 年を迎えられるよう、これからもより細かなサービスを心掛けながら精進して参りた
いと考えております。
弊社の特徴
・米どころならではの情報や長年の経験を活かし、本当においしい地域産地のお米を仕入れて
おります。
・「農産物検査員」「ごはんソムリエ」等、有資格者による安全で安心な商品作りは元より、安
定供給や 小回りの利く迅速な納品等、サービスにも力をいれております。
・弊社には、農林水産大臣認定の農産物検査員がおり、また、登録検査機関である為、原料で
ある玄米は契約農家から直接仕入れ、品質を検査することができます。これにより安全でお
いしいお米を仕入れる事が出来ると共に、玄米卸業者や他の検査機関等を介さない為、中間
コストを省きより安価にてお客様にご提供する事が可能です。
・自社大型低温倉庫により、出来秋に集荷した 1 年分のお米を鮮度の良い状態で保存しており、
その都度精米し納品させて頂いております。
・最新鋭の設備や無洗米機等の導入により、常に安全で安心できるお米を製品化しております。
・より細やかなサービスをご提供する為、自社独自の配送ルートを完備しており、栃木県内、
及び近県は自社正社員にて納品させて頂いております。常にお客様と顔を合わせる事を心掛
けております。
・極めてスピーディーな対応を心掛けておりますので、急なご注文も、最短で当日、遅くとも
翌日には納品させて頂きます。
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仁平 尚輝 会員 株式会社 ARC

代表取締役

都合により後日掲載致します。

出席報告

嶋田

辰雄 委員

会員数 51 名

出席数 26 名

前々回 4 月 5 日

訂正率

欠席数 25 名

出席率 60.87％

69.57％

次回例会
2017 年 4 月 26 日(水)

クラブフォーラム

鈴木パストガバナーDVD 視聴
RI 規定審議会出席報告

