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 2013-2014 年度  第 1539 回例会 

宇 都 宮 南 ロ ー タ リ ー ク ラ ブ 会 報 
 

会長：仲田俊夫  幹事：田口久雄  会報委員長：藤島 拓 

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      田中正夫 S. A.A 

 

   ● ロータリーソング「我らの生業」 

 

    会長挨拶     仲田俊夫 会長 

 

 皆様、お暑うございます。 

 「お暑うございます」と言いますと、今国を立て直そうと暑い最中に頑張っている方々に申し訳

ないと思いますが、先週の土曜日市役所で期日前投票をして参りました。皆様も是非、選挙にご協

力下さい。そして、本日は荒井前会長と小林前幹事の「1年を振り返って」のお話です。ご静聴よ

ろしくお願い致します。 

 

    記念品贈呈 

 

 

    荒井前会長と小林前幹事に、 

       記念品の贈呈を行いました。 

    1年間お疲れ様でした。 

 

 

    皆出席表彰 

 

     

嶋田 辰雄 会員  

2012年 6月より 満 1ヵ年 

         

 

 

7月 第 2例会 

2013年 7月 10日(水)    会員数 45名 出席 33名 

TEL:028-635-5511
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    幹事報告     田口久雄 幹事 

 

  ● 最新の委員会組織表をレターボックスに配布致しました。 

  ● 7 月 13 日(土)PM6:30 より宇都宮グランドホテルに於いて、夏期交換留学生台湾チームの歓迎会

が行われます。当クラブからは仲田会長、幹事、ホストファミリー嶋田会員が出席致します。 

  ● 7月 17日(水)当クラブ提唱インターアクトクラブを、宇都宮南高校に創設する為の準備打合せに

参ります。（訪問者：会長・幹事・藤井青少年奉仕委員長・喜内会員・地区委員） 

● ガバナー方針により、委員会名変更のお知らせ 

  広報・会報委員会 ＝ 公共イメージ委員会 

  ロータリー情報委員会 ＝ ソーシャルメディア委員会 

 

    スマイル BOX委員会   若林博純 委員長 

 

   §仲田俊夫会長 荒井さん、小林さん、ご苦労様でした。会員の皆様、猛暑が続きます。暑さに

負けずにロータリー活動、よろしくお願いします。 

   §荒井健次会員 仲田会長には、前年度大変お世話になりました。今年度頑張って下さい。私の

身体も良くなりました。出席致しますのでよろしくお願い致します。 

   §村上芳弘会員(2013-14年度ガバナー補佐) 

           毎日、暑い日が続いています。私も体調には気を付けていますが、高齢者が多

い南クラブですから特に気を付けましょう。 

   §金田秀壽会員 アッチッチ！暑くて暑くてバカヤロー。社員が辞めてしまうよ。 

   §菊池 功会員 毎日暑い日が続きますが、体に気を付けてガンバロー！ 

   §小保方信聴会員 仲田会長の「出席に努力しよう」との意気込みに、私も心から協力しようと

思っています。頑張って運営して下さい。 

   §小林 裕会員 本日をもって幹事の仕事終了です。 

   §坂本昭一会員 前荒井会長、小林幹事 1年間ご苦労様でした。 

   §中野智之会員 荒井さん小林さん 1年間ありがとうございました。 

   §田中正夫会員 先日、駅からタクシーに乗りました。アサヒタクシーでした。アサヒタクシー

に乗るたびに運転手さんのマナーの良さに感心します。 

   §藤島 拓会員 荒井前会長、小林前幹事 1年間お疲れ様でした。 

   §青木克浩会員 連日の猛暑続きで、らっきょみたいな汗をかいています。 

   §佐々木隆会員 バッチはありますが、ボールペンスマイルしました！ 

   §若林博純委員長 老眼鏡を忘れました。スマイルを読むのに苦労しました。 

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 16,000円 

亘理ロータリークラブワンコイン支援          今週の金額  1,669円 

 

    ロータリー財団・米山記念奨学会 特別寄付 

 

   ロータリー財団  仲田俊夫会長 1,000円・田中正夫会員 1,000円 

   米山記念奨学会  仲田俊夫会長 1,000円・田中正夫会員 1,000円 
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    前会長卓話    荒井健次 会員 

     

   「一年を振り返って」 

                          

 

皆さんこんにちは 

久しぶりに前に立ちます皆さんの顔がすごく 

懐かしく思います。 

本日は一年を振り返ってのお話です、初めに年度終盤に 

入り体調崩し多大なるご迷惑を掛け心から侘び申し上げるとともに深く感謝申し上げます。 

私が会長を受けるにあたり幹事が決まらないなか小林さんに引き受けて戴き私にはもったい

ない人ではなかったかなと思っております。何故かと言うと良く気配りがあり行動力もあり、

発言力もあり、説得力もあり私をサポートしていただきました。有難う御座いました。 

24年 2月 26日に毎年恒例のペッツ(会長セミナー)がありガバナーから 1月に海外へ研修に行

った挨拶がありました。2012～2013 年度国際ロータリー会長は 30年ぶりに埼玉県八潮市(八潮

RC)の田中作次さんに決まり日本人の 3 人目の RI 会長となる記念すべき年度と理解してほしい

と言う事でした。そのなかで RI 会長がどのような方かという話は現況報告書を見てください。

2012-2013年度テーマは「奉仕を通じて平和を」というテーマでした。このテーマはロータリー

アンが築いた道であり、世界のすべての人々が歩むことのできる道です。さらに深い思いやり、

満足、寛容、理解へといたる道です。年度が始まり 7 月 15-16 日世界で一番早い地区大会があ

りました。海の日の祭日で皆様も予定がある中参加戴きました。当クラブの行事では、8 月 25

日納涼家族会が浅草隅田川の「屋形船」で実施いたしました。このときは浅草の寄席に行った

方やカーニバルが開催されバスに戻るのに苦労したかたがおりました。いい思い出になったの

ではないかと思います。 

8月 23日に第一回 9クラブ会長・幹事会が東武ホテルで開催され各クラブ紹介があり当クラ

ブは一致団結のある仲良しクラブと紹介致しました。他のクラブから笑いが出ました。 

9 月 19日は青木ガバナー補佐訪問があり協議会を開催いたしました。各委員長さんに報告を

戴きました。有難うございました。 

10 月に入りガバナー公式訪問がありまして、鈴木ガバナーの懇談会は鈴木ガバナーと私と、

小林幹事の 3 人で行いました。鈴木ガバナーとは私が幹事の時に同期であったことで、和やか

なうちに終了することができました。亘理ロータリークラブについては山本年度・若月年度に

つづいて私の年度も継続事業としてやってまいりました。亘理ロータリークラブとの交流とし

て春を待つ例会に、多くの方の参加いただき例会に出席してまいりました。山本パスト会長・

若月パスト会長はじめ参加戴いた皆様、本当に有難う御座いました。その後もワンコインで日

本酒を送りよろこんでいただいています。やはりロータリークラブは奉仕活動がメインであり、

私の年度は国際奉仕でベトナムへの奉仕活動を安斉国際奉仕委員長に実施していただきました。

又社会奉仕委員会でも山本パスト会長のご尽力で亘理の物産品に協力する事ができました。ご

協力戴いた皆様有難うございました。 

親睦家族委員会坂井委員長はじめ委員会の皆様には、納涼祭やクリスマス家族会の設営して

いただき有難う御座いました。1月には新年例会があり半年がすぎてまだ半年あるのだと感じま
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した。市原プログラム委員長にもいろいろ変更があり一年有難う御座いました。 

最後になりますが、何といっても私が体調崩し、仲田副会長、小林幹事、理事、委員長の方々

にはご迷惑をかけたこと、心からお詫び申し上げますと共に心から感謝申し上げます。一年間

有難う御座いました。 

 

    前幹事卓話    小林 裕 会員 

 

   「一年を振り返って」 

 

      

 

     当、名門宇都宮南ロータリークラブの幹事を荒井会長 

より依頼されたのが、昨年の４月でした。本当は、オー 

ナー社長として会社の繁栄・存続を一番に考えると、快諾 

とは行きませんでした。そんなとき、ふと哲学者マーフィ 

ーの言葉を思い出しました。 

それは、『不可能なことはない』と信じ続ける。そうすれば『現実』となる。この言葉を胸に秘

めて、自分なりの、自分にしか出来ない、人に批判されても構わないと考え、この一年間を邁

進してきました。見て見ないふり、そして暖かい目で手を差し伸ばしてくれた会員の皆様に深

く感謝を申しあげます。『一年間、協力して戴いて本当に有難うございました』。 

私は、元来怠け者であるので、一年３６５日を年末年始の５日を差し引いて円周に置き換え

て３６０度として考え、水曜日は例会の日、毎月最初の例会終了後理事会、その他、諸々の２

５５０地区の年次行事を予定表に記入して、常に『ここまで終わった』と自分に言い聞かせま

した。皆さん、『角度の１度は大きいと思いますか？』１００ｍ進んで約２,２ｍです。しかし

１ｋｍ進めば約２２ｍも上がるんです。前に進むスピードは人によって異なります。感じ方も

色々です。しかし、時間は『誰にでも公平』にあります。 

これから、幹事を受ける方々は、『あの小林でも出来た』と思って、先輩に頼まれたら快諾し

てください。私なりに少なからず、荒井年度において、宇都宮南ロータリークラブの運営に関

して『簡素化・マニュアル化・電子化』は進んだと自負しています。 

     ただ、『幹事』は『会長を支え』、『会員の皆様を輝かせる』、そして『宇都宮南ロータリーク

ラブ』の存在を周知するための『幹』ではなく『根っこ』であると思いました。 

『会長』が太い幹で、『委員長』が枝で、『全会員』が、美しい個性に満ち溢れた『花』で、

幹事は『幹事』ではなく、根性を決めて土の下にもぐって、全会員のために奉仕する『根事』

であると思います。これが、ロータリーの精神である『奉仕』だと思います。 

一年の間に、さまざまなクラブ内の行事がありました。楽しかった屋形船の納涼家族会・ク

リスマス家族会・良い汗を掻いた清掃活動・亘ロータリークラブとの交流・新たに実施された

ベトナム支援活動・市内９クラブによるゴルフ大会・フランスからのＧＳＥ等々これらを無事

終えることが出来たのは、会員の皆様の協力があったからこそだと思います。 

そして、新しく仲間に加わってくれた『新入会員の皆様』は、真面目で実行力があり、非常

に協力的でした。これからの『宇都宮南ロータリークラブ』は、今以上に外のクラブに誇れる
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クラブになることを確信しました。これからも宜しくお願い致します。 

そして、仲田年度が荒井年度以上に輝かしい年度と成りますよう、心より祈念申し上げます。

田口幹事、頑張ってください。私なりに全面的に協力いたします。そのために皆様にお願いが

あります。出欠確認の案内は、せめて返信してください。宜しくお願いします。    

最後に、会員の皆様、『本当に一年間お世話になりました。ありがとうございました』           

これからも『南クラブのために陰ながら頑張りますので、宜しくお願い致します』。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    7月のプログラム 

 

 

月  日 時   間    内      容 

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  坂井俊司 委員長 

 

会員数  45名  前々回 6月 26日 

出席数  33名   訂正率  100％ 

欠席数  12名   ビジター  0名 

出席率 78.57％   

 

次回例会 

   

 7月 17日(水) クラブアッセンブリー 

本年度委員会 

 活動計画 
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    8月のプログラム 

 

 

月  日 時   間    内      容 

8月 7日(水) 18：30～21：00 
開場：ヴィスコンティ(大曽町) 

納涼家族会 親睦・家族委員会 

8月 14日(水)  お盆につき 休会 

8月 21日(水) 12：30～13：30 

クラブ・フォーラム 

『会員増強に付いて』  

会員増強・選考委員会 

(会員増強及び拡大月間) 

8月 28日(水) 12：30～13：30 
会員卓話  田中正夫 会員 

「旅の楽しさ」 

 

 

    出欠確認 

 

    出欠の連絡は田口幹事までお願い致します。 

   FAX 028-634-3374  

 


