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2020-2021 年度 第 1861 回例会 

宇都宮南ロータリークラブ会報 
会長：中野智之 幹事：長谷川博夫 広報委員会リーダー：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） 

 

 

 

 

 

    司 会               塩田 潔 会場監督（S.A.A） 

 

● ロータリーソング「我らの生業」 

 

ビジター紹介            齋藤 芳哲 親睦・家族委員 

 

● バトジャラガル・ヒシギジャラガルさん（米山奨学生） 

● 亀井光一郎 様・澤村彬男 様（NPO法人うつのみや 100年花火） 

● 山野井 皇 様（BAR YAMANOI） 

 

    会長の時間             中野 智之 会長 

 

  皆さんこんばんは。 

本日の納涼会の準備に御尽力していただきました、親睦委員長をはじめとする親睦委員の皆さんに、

感謝しております。 

また、この大変な時期に大勢の参加をしていただきました、会員の皆さんにも感謝しております。 

本日はビジターとして、宇都宮 100年花火より、会長、副会長がお見えになっております。会長はさつ

きロータリークラブ所属です。副会長はまだロータリークラブに所属していないとの事です。是非とも、

我が宇都宮南ロータリークラブに入会していただけると嬉しいです。 

今年の納涼会は例年と異なり会員だけの参加となりました。大変な時期ですが今年は今年で大いに楽

しみましょう。よろしくお願いします。 

 

 幹事報告                長谷川博夫 幹事 

 

幹事報告 

§ 九州豪雨災害義援金が地区 42クラブ 166万円のご協力いただき、第 2700地区 福岡・長崎・佐賀及び

第 2720地区 熊本・大分に寄付されました。 

§ 9月 8日(火)高崎 RC親睦ゴルフコンペが開催されます。前日の懇親会に参加ご希望の方は幹事までお

申し出ください。 

8 月 第 2 例会          

2020 年 8 月 19 日(水)      会員数 54名 出席 54 名 



UTSUNOMIYA SOUTH ROTARY CLUB 

 

 

 

 

 

 

§ 地区大会記念ゴルフ大会が 10月 23日(金)蓬莱ゴルフカントリークラブ(8月 20日締め切り) 

  参加ご希望の方は幹事までお申し出ください。 

    

 皆出席表彰         

 

§ 2019－2020年度 皆出席者 

  藤島 拓会員・長谷川博夫会員・磯貝 太会員 

岩本一男会員・笠原正人会員・川又俊二会員 

黒崎丈博会員・村上芳弘会員・仲田俊夫会員 

中野智之会員・大島スミ子会員・坂本昭一会員 

  酒澤伸二会員・関口 隆会員・嶋田辰雄会員 

塩田 潔会員・鈴木秀明会員・田中正夫会員 

若月章男会員・山本敬三会員 

 

 8 月のお祝い事         

 

入会記念 安齊誠一会員・関口 隆会員・磯貝 太会員・酒澤伸二会員・相馬大輝会員 

   会員誕生 平澤照隆会員・塩田 潔会員・市原久典会員・藤島 拓会員・嶋田辰雄会員・横尾憲一会員 

   婦人誕生 村田宏明会員・仲田俊夫会員・嘉屋次郎会員 

   創立記念 市原久典会員 ソニー生命保険(株)・嘉屋次郎会員 東京海上日動火災保険(株) 

        相馬大輝会員 (株)向立・齋藤芳哲会員（株）キヌナーセリー 

   結婚記念 岩本一男会員 

 

    スマイルボックス委員会報告      坂本昭一 スマイル委員長 

 

§中野智之会長  納涼家族会、多くの会員の皆様に参加いただきありがとうございます。 

§笠原正人会員  今日も 57階段を昇ってきました。先日は LINEで横尾さんにお世話になりました。知

近々皆さんとお友達になれそうです。 

§村上芳弘会員  磯貝君の再度の出席の熱意に出席することになりました。ありがとう。 

§若月章男会員  今日は久しぶりの夜間例会、美味しい料理とお酒をじっくり味わいたいと思います。 

§村田宏明会員  親睦委員長、今日はお世話様!! 

§田中正夫会員  今夜は皆様と共にお酒が飲めて幸せです。 

§嶋田辰雄会員  今日は美味しいお酒をいただきます。 

§仲田俊夫会員  お暑いですねー。暑さに負けずロータリー活動頑張りましょう。 

§鈴木秀明会員  空元気で頑張っています。 

§青木克浩会員  暑さとコロナに負けず頑張りましょう！ 

§藤島 拓会員  佐野市で 40 度を超えた日に仕事をしていました。熱中症になりかけて、宇都宮に帰

ってこられなくなりました？ 

         気温 35度程度は、涼しく感じます!!明日は日光なので大丈夫かな？ 

§川又俊二会員  コロナに負けるな!!笑顔で楽しみましょう!! 
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§山本敬三会員  皆出席を続けています。頑張るぞ！ 

§塩田 潔会員  8月 30日で後期高齢者になりました。まだまだ頑張ります!! 

§嘉屋次郎会員  妻の誕生日に素敵なお花をありがとうございました。 

§坂本昭一会員  今日は納涼会です。親睦委員会の皆様お世話になります。 

 

   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   16 名 金額  19,000円  

 

 野球部報告              嶋田 辰雄 会員 

 

  § 8月 22日(木)駒生球場に於いて 19：30より、練習を致します。野球をされない方も夕涼みにお越し

ください。 

                                

 納涼会 

 

  ソーシャルディスタンスの元、納涼会が開催されました。 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NPO法人うつのみや 100年花火「おうち花火チャレンジ」として、投稿による花火大会を企画しています。 

 【２０２０うつのみや花火大会 〜おうち花火 ３万人でチャレンジ！〜】を開催いたします。 

おうち花火〜３万人でチャレンジ！〜は各家庭にて花火を楽しむ様子や、花火にまつわるエピソードを動画

や写真を添えハッシュタグ「＃おうち花火うつのみや」をつけてＳＮＳに投稿、またはＦＡＸや郵送でご応

募いただけます。 

キャンペーン期間内にご応募いただいた方から抽選ですてきな賞品をプレゼント致します！ 
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    プログラム     

 

 

日付 時間 プログラム 例会場 

第 1863 回 

9 月 2 日(水) 
12：30～13：30 

理事会報告・委員会 

中野会長・長谷川幹事 
ホテルニューイタヤ 

第 1864 回 

9 月 9 日(水) 
12：30～13：30 

招待卓話 

田中久雄様(高崎 RC) 
ホテルニューイタヤ 

第 1865 回 

9 月 16 日(水) 
12：30～13：30 

ガバナー補佐訪問 

湯澤敦史ガバナー補佐 
ホテルニューイタヤ 

第 1866 回 

9 月 23 日(水) 
12：30～13：30 

新入会員卓話 

塚田典功会員 
ホテルニューイタヤ 

第 1867 回 

9 月 30 日(水) 
12：30～13：30 

ガバナー公式訪問 

森本敬三ガバナー 
ホテルニューイタヤ 

 

出席報告    嶋田 辰雄 委員 

 

 会員数   54名  前々回 7月 22日 

出席数   54名   訂正率  64.44％ 

欠席数     0名       

出席率  100％ 

 

例会予定 

 

第 1862 回  8 月 26 日(水) 

新入会員卓話 

青木正人会員・猪瀬龍之介 


