RID2550 UTSUNOMIYA SOUTH ROTARY CLUB

2016-2017 年度 第 1723 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）

5 月 第 1 例会
2017 年 5 月 10 日(水)

司

会

田島

● 国歌斉唱「君が代」

会長挨拶

会員数 51 名

出席 34 名

久夫 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。
本日は満席で大変喜ばしい限りです。3 月上旬に故小保方会員宅に私と幹事で訪問し、奥様もしく
はご子息のご入会をお願いしましたところ、奥様の入会希望のご意思をいただきました。当クラブ
では大島スミ子会員に続き、2 人目の女性会員となりますよう、皆様どうぞよろしくお願い致します。

幹事報告

関口

隆 幹事

§ホーチミン市バンブーワームハウスおよびローズハウス代表より、創立 35 周年記念事業 3,000 ド
ル寄付の受け取り状が届きました。(回覧)
§入会候補者 小保方明美 様の告知を本日 FAX 致しますのでご確認ください。

次年度幹事報告

藤島

拓 次年度幹事

§次年度委員会組織表をレターボックスに配布致しました。
§5 月 16 日(火)次年度合同委員会を開催致しますので、よろしくお願い致します。

皆出席表彰

藤島 拓 会員 2011 年 4 月より満 5 カ年
関口 隆 会員 2016 年 4 月より満 1 カ年

§会員誕生 村上芳弘会員・長谷川博夫会員・相馬大輝会員
§入会記念 村上芳弘会員・村田宏明会員・青木克浩会員・枝野修一会員
§結婚記念 村田宏明会員・若月章男会員・山本敬三会員・酒澤伸二会員・枝野修一会員
物井栄三郎会員・桑田豊豪会員
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§創立記念 坂井俊司会員（有）春日屋商店 ・ 磯貝太会員 ウィズテック(株)
§夫人誕生 田島久夫会員・川又俊治会員

スマイル BOX 委員会報告

嶋田

辰雄 委員長

§安齊誠一会長 あと 2 ヶ月になりましたが、よろしくお願い致します。
§関口 隆幹事 日々気温差が激しいので体調にお気を付けください。もうすぐ 6 月です嬉しくな
ります。
§荻原秀美会員 来月 6 月 22 日より、荻原会計事務所主催の「後継者塾」8 回シリーズが開始され
ます。皆様のご参加、よろしくお願いします。会社の未来が見えてくる講座です。
§喜内敏夫会員 連休中は 3 泊 4 日のテント泊で山仲間 9 人と山形県鳥海山(ちょうかいざん)月山
(がっさん)に行って来ました。快晴の山形でした。
§関 享一会員 新緑の季節になり、益々 渓流釣りが楽しくなりました。今日も元気に仕事に励み
たいと思います。頑張るのみです。
§田島久夫会員 本日は自社 PR をさせていただきます。よろしくお願い致します。
§塩田 潔会員 2 週間続けて欠席して申し訳ありませんでした。来週は、いよいよ甲子園ですね。
今度はスタンドより応援します。頑張ってください。
§村田宏明会員 4 月は例会出席ままならずで、失礼しました。
§田中正夫会員 連休は北海道でした。旭岳にも行きました。
§藤島 拓会員 5 月 13 日(土)9：00 から駒生球場で甲子園大会(5 月 20 日)に向け、最後の練習を
行いますので頑張りましょう!!
§中野智之会員 市内 10 クラブゴルフコンペ参加しました。来年は優勝目指しましょう。
§嶋田辰雄会員 5 月 5 日市内 10RC ゴルフ大会に参加してきました。ハンディキャップに恵まれて
準優勝することができました。

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 12,000 円

会員による自社 PR
笠原

正人 会員

アサヒタクシー株式会社 代表取締役

1960 年創立し現在社員 130 名、2015 年整備工場として株式会社アサヒ
オートサービスを創業、宇都宮のタクシーの現状をお話されました。
【経営理念】
地域に密着したタクシー事業を通して、お客様に愛され信頼されるタクシー
会社を目指してきました。企業様にもプレゼンテーション等により、多くの
ご利用を頂いてまいりました。地域一番店としての誇りを持って、これからもお客様第一主義を貫
きたいと思います。車による二酸化炭素排出量増大が大きな環境問題になっています。私たちの力
は微力ではありますが、これからもエコドライブとともに、エネルギー削減やゴミ排出量削減に全
力で真摯に取り組んでいきます。企業は人なりと言われます。良い人材(人財)が集まってこそ、お
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客様に対する高いサービスが出来ます。その人材(人財)を磨き、働く喜びをお客様と共有できる会
社にしたいと考えます。

http://www.asahi-taxi.com/

仲田

俊夫 会員

仲田総業 株式会社 代表取締役

経営理念
仲田グループは、美しさを護りつづけます。
私たちは、環境における美しさを護る全てのお手伝いを通し、街づくりに貢献しております。特に
廃棄物の処理とリサイクルにおいて、適正なサービスを提供するために、社員全員が意識と技量の
向上を目指し「廃棄物を護美とする」目標の実現に向けて永続的に努力してまいります。
経営（品質・環境・情報セキュリティ）方針
仲田総業グループは、産業廃棄物及び一般廃棄物の収集運搬・中間処理・リサイクルを中核とする
事業活動を通じて、社会とお客様の満足を高めることを目指し、次の行動指針を策定して、
企業の社会的責任(CSR)を果たしてまいります。
１．統合マネジメントシステムを確立し、継続的に改善することをお約束します。
ISO 9001：業務の信頼性とお客様満足の向上
□ISO 14001： 汚染予防と、循環型社会実現への貢献
□ISO 27001：お客様の情報を含む情報資産の保護
２．事業活動に関連する法規制及びお客様の要求、契約上のセキュリティ義務を含むその他の要求
事項を順次します
３．統合マネジメントのテーマとして、特に次の事項について目標を設定し、達成に向けて取組み
ます。
・お客様へのリサイクル支援強化及び中間処理リサイクル率の向上
・サービス品質の向上と、クレームゼロの達成
・安全と安心の機密書類処理サービ SDM の拡大
・事業ノウハウの活性による新規サービスの開発
４．本方針を達成し社会とお客様のニーズに応えられるよう、社員一人ひとりの意識とスキルの向
上を図ります。
ISO 9001：2000 認証取得（平成 14 年 9 月 20 日）

ISO

ISO 14001：2004 認証取得（平成 18 年 9 月 12 日）
ISO 27001：2005 認証取得（平成 19 年 12 月 6 日）
栃木県「産業廃棄物処理業の優良評価基準適合」認定（平成 18 年 10 月 27 日）

優良認定・認
証

宇都宮市「産業廃棄物処理業の優良評価基準適合」認定（平成 19 年 1 月 26 日）
宇都宮商工会議所「環境にやさしい優良企業」認定（平成 18 年 11 月 21 日）
「宇都宮まちづくり貢献企業」認証（平成 21 年 3 月 19 日）
宇都宮市雇用優良事業所「優秀事業所賞」平成 20 年度受賞（平成 21 年 2 月 24 日）
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交通エコロジー・モビリティ財団「グリーン経営」認証（平成 21 年 11 月 30 日）
栃木県「エコキーパー事業所」認定（平成 22 年 12 月 1 日）

https://www.nakada.tv/

田島

久夫 会員

株式会社 ホテルニューイタヤ
代表取締役 総支配人

明治 15 年創業 今年で 135 年目となる。昭和 47 年旅館経営から
ホテルに切り替え、昭和 56 年南館を増築。
平成 20 年(株)板屋から(株)ホテルニューイタヤに社名変更。現在、各設備関係を改装工事して
いる。
ホテルの特性
１．安全性(防犯・食中毒・耐震性)
２．便利性(立地・交通・営業時間・営業形態)
３．清潔性(清掃・防虫)

４．快適性(空調・冷暖房)

５．合理性(適正価格・社員教育・マナー)
2020 年に向け、海外客 2,000 万人を目指している波紋が旅館業界に波及している。民泊問題の
規制が緩和されてきている。旅館業法は食品衛生・米飯許可・建築基準法・消防法・風俗営業
法の 6 つの法律による規制が簡易宿泊所には行き届いていないのが現状。
今後、宿泊所を利用する際は、防災防犯設備等々が完備されている施設を選ぶ。

http://newitaya.com/

坂井

俊司 会員 有限会社 春日屋商店 代表取締役
オトワグループ 専務取締役

昭和 26 年 5 月会社組織にし現在 3 代目となる。
姉が音羽和紀(オーベルジュオーナーシェフ)に嫁ぎ、宇都宮にて
開業の際、父親が社長を務めた。(現在、社長 音羽和紀)
店舗
オトワレストラン・デリカショップオーベルジュ・オトワキッチン・オトワマリアージュ
ときのもりシエル エ ソル・セラヴィ・シテ オーベルジュ

http://auberge.co.jp/
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出席報告
会員数 51 名
前々回 4 月 26 日

長谷川

博夫 委員長

出席数 34 名
欠席数 17 名
訂正率 61.36％

出席率 73.91％

次回例会
2017 年 5 月 17 日(水)

外部卓話

宇都宮市保健福祉部 障害福祉課
自立支援グループ 富岡 聖 様
「知っていますか 障害者就労支援」

