
 

 

2012-2013年度 第 48回例会 

宇都宮南ロータリークラブ会報 

会長：荒井健次 幹事：小林裕 会報委員長：田中正夫 

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） 

TEL：028‐635‐5511(ホテルニューイタヤ) 

 

 

 通算 第 1536号        

 2013年 6月 19日      会員数 44名 出席 31名 

 

    司  会     関口 隆 Ｓ.Ａ.Ａ 

     

§ロータリーソング「それでこそロータリー」 

 

    ビジター紹介   坂井俊司 親睦委員長 

     

§飯村愼一 様（宇都宮 90RC・ガバナーエレクト）  §佐伯秀利 様（宇都宮北 RC） 

         

    副会長挨拶    仲田俊夫 副会長 

      

皆さんこんにちは。 

     飯村ガバナーエレクト、そして佐伯秀利様ようこそお出で下さいました。どうぞごゆっくりご歓

談下さい。 

     先週の土曜日、2013 年度規定審議会がございました。新世代委員会が青少年委員会に変更となり

ました。夏期交換留学生を 7月 14～18日まで第 3グループでお預かりする事となりました。台湾よ

り、男性 1 名女性 7 名で、各クラブで 1 名ずつ受け持ちます。日本がとても人気のある国として 4

つの地域から 2 名ずつ来る事となり、当クラブでは 1 名を受けます。そして 1 年交換留学生が 2 名

来日致します。宇都宮 90RC と宇都宮陽東 RC がホストとなります。受け入れのクラブの負担は大き

く、地区全体で受け入れの態勢が必要とされます。何年か後には当クラブもホストとならなくては

なりません。皆様のご協力をお願い致します。 

 

    幹事報告    小林 裕 幹事 

 

§ロータリー補助金ニュースが届いております。(回覧) 

§ロータリー米山記念奨学会の寄付実績報告についてメールが届いております。(回覧) 

§ハイライトよねやま第 159号が届いております。(回覧) 

§2013年度規定審議会の決定報告が届いております。(回覧) 

§6月 26日(水)は最終夜間例会です。よろしくお願い致します。又、青木ガバナー補佐が一年間の総

括としてご挨拶にいらっしゃるとの連絡がありました。 

§インターアクト認証状伝達式のプログラムが届いております。(回覧) 

 

RID2550  Utsunomiya South Rotary 

ClubRID2550 Utsunomiya South Rotary Club 



 

    飯村愼一 ガバナーエレクト 

 

フィリピンのトイレプロジェクトにご賛同下さいまして、誠にありがとうございました。6 月 10

日から 13日までカガヤンに行き、落成式に出席して参りました。約 500名の高校生が大変喜んでお

りました。宇都宮南 RCの皆様にも宜しくとの事でした。後程、写真と決算書を回覧致します。是非

一度皆様も行かれてご覧になっては如何でしょうか。 

いよいよ、ロン・バートン RI会長の年度が始まります。皆様には 1年間大変お世話になると思い

ますので、よろしくお願い致します。村上ガバナー補佐にも大変サポートして戴いております。こ

れも南 RCの皆様がサポートして戴ける事と理解させて戴いております。御礼申し上げます。 

 

    野球部報告      藤島 拓 キャプテン 

 

    §市内 9クラブナイターリーグ戦のお知らせが届いております。7月 17日(水)より森グランドに於いて

開始致します。本大会は 10月ですので、会員の皆様の応援もよろしくお願い致します。 

 

    写友クラブ報告    関口 隆 会員 

 

   §7月 26日(水)日光戦場ヶ原湯川方面で撮影会を行います。皆様のご参加をよろしくお願い致します。 

 

    亘理支援報告    関口 隆 会員 

 

   §商品名「亘理の四季」について、皆様より沢山のご協力ありがとうございます。まだお申込みされて

いない方はお申し出下さい。 

 

    スマイルボックス委員会   山本幹夫 委員長 

    

   §飯村 愼一様（宇都宮 90RC・ガバナーエレクト） 

1． フィリピンのトイレプロジェクトに宇都宮南 RC様、ご参加いただきありがとうご

ざいます。 

2． 村上ガバナー補佐には、大変お世話になっております。これからもよろしくお願い

申し上げます。 

   §仲田俊夫副会長 飯村ガバナーエレクト、ご苦労様です。 

§小林 裕幹事 明日は賞与支給日です。ベースアップも満額回答しました。ロータリー活動を真剣に

実施すると社業発展につながります。 

§笠原正人会員 先日の野球部ゴルフコンペでは、大変良いパートナーに恵まれ、大変良いスコアで上

がる事が出来ました。(私にとってはの話です)ドラコンとニアピン賞を取りました。

OBを 6連発たたきました。 

   §鈴木秀明会員 1年が終了し、本日委員会報告の日となりました。米山記念奨学会へのご協力ありがと

うございました。 

§村上芳弘会員 飯村ガバナーエレクト様の御出席ありがとうございます。次年度がいよいよスタート

です。1年間宇都宮南ロータリークラブは全面的に応援します。 

 

RID2550  Utsunomiya South Rotary 



 

 

§平澤照隆会員 荒井年度もあと 2回、役員の方々大変ご苦労様です。 

   §若月章男会員 野球部のゴルフコンペに特別参加させていただき、楽しい 1 日に過ごす事が出来まし

た。ありがとうございました。 

   §村田宏明会員 梅雨時のジメジメを元気で乗りいりましょう。 

   §塩田 潔会員 6月 16日に野球部のゴルフコンペをやって来ました。坂本さんのホームグランドでお

蔭様で楽しくプレーすることが出来ました。磯貝君が初デビューで大変素晴らしいゴ

ルフでした。コメントは本人から聞いて下さい。 

   §青木克浩会員 先日の野球部ゴルフコンペ、5年振りとはいえコース初デビューの磯貝会員に負けてし

まい心折れています。これからは野球に専念します。 

   §藤島 拓会員 6月 6日(木)から野球部の練習が始まりました。雨にも負けずに頑張りましょう！！村

上さん昨日はありがとうございました。 

   §中野智之会員 連日、仕事とはいえ飲み過ぎです。実家の薬屋でドリンク飲みます。 

   §山本敬三会員 野球部、練習かなり充実しています。ゴルフ大会も第 3位でした。 

   §田中正夫会員 6月 15日は妻との記念日でした。那須のペンションに一泊して来ました。良かったで

す。 

   §酒澤伸二会員 先日は妻の誕生日にお花を戴きまして、ありがとうございました。とても嬉しかった

です。 

   §嶋田辰雄会員 今日、荒井会長に会って来ました。「皆様によろしくお伝え下さい」と、スマイル 2,000

円預かって来ました。よろしくお願いします。 

   §磯貝 太会員 6月 16日野球部ゴルフコンペ、37歳にして初めてのゴルフ。一緒に回った塩田さん山

本敬三さん青木さんの素晴らしい指導の元、67/57 全 124で迷惑かけずラウンドしま

した。初パーも取り、ドラコン賞も取りゴルフが好きになりました。ありがとうござ

います。 

 

   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。 今週の金額 29,000円 

亘理ロータリークラブワンコイン支援          今週の金額  2,670円 

 

    クラブ・アッセンブリー 

    

   2012－2013年度 委員会活動報告 

 

・職業奉仕委員会 小塚照夫委員長   ・社会奉仕委員会 藤井康夫委員長 

   ・国際奉仕委員会 安齊誠一委員長   ・新世代委員会 喜内敏夫委員長 

   ・ロータリー財団 田島久夫委員長   ・米山記念奨学会 鈴木秀明委員長 

   ・SAA 会場監督  関口 隆会員    ・会計 佐々木 隆 

     

 

 

 

 

 



 

 

    6月のプログラム 

    

6月  5日（水） 18:30～ 夜間例会シテ・オーベルジュ(セラヴィ) 

6月 12日（水） 12:30～13:30 各委員会 活動報告 

6月 19日（水） 12:30～13:30 各委員会 活動報告 

6月 26日（水） 12:30～13:30 最終 夜間例会 

 

    7月のプログラム 

    

月 日 時  間    内      容 

7月 3日(水) 12：30～13：30 仲田会長方針 

7月 10日(水) 12：30～13：30 荒井前会長・小林前幹事 卓話 

7月 17日(水) 

12：30～13：30 クラブ・アッセンブリー  

『本年度委員会活動計画』  

プログラム ・ スマイル ・ 親睦家族 

出席 ・ 広報 ・ 会報 ・ 雑誌 ・ 資料 

会員増強 ・ 会員選考 ・ 職業分類 

ロータリー情報 

7月 24日(水) 

12：30～13：30 クラブ・アッセンブリー  

『本年度委員会活動計画 』 

職業奉仕 ・ 社会奉仕 ・ 国際奉仕 

青少年奉仕 ・ ロータリー財団  

米山記念奨学会 ・ SAA ・ 会計 

7月 31日(水) 
12：30～13：30 外部卓話 

  栃木 SC顧問 松本 育夫 様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出席報告  中野智之 委員 

会員数 44名  前々回 6月 5日 

出席数 31名   訂正率   100％ 

欠席数 13名   ビジター  2名 

出席率 77.50％   

 

  

6月 26日(水) 最終夜間例会 

      

 


