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 2013-2014 年度  第 1540 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      磯貝 太 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   中野智之 親睦・家族委員長 

● 二十二 修 様(宇都宮北 RC) 

 

    会長挨拶     仲田俊夫 会長 

 

     皆さんこんにちは。7月15日(月)夏期交換留学生の歓迎会が宇都宮グランドホテルで行われ、

村上ガバナー補佐、嶋田会員、佐々木会員、田口幹事と私が出席しバナー交換を致しました。

16日(火)には県庁に福田知事を表敬訪問し、とちぎテレビの取材も入り、午後 6:00から放送さ

れました。福田知事も留学生たちも大変喜んでいました。午後には日産自動車上三川工場を見

学、その後インターパークに行き、本日東京見学に行きました。ホストファミリーの佐々木会

員と嶋田会員には、本当にお世話になりますのでよろしくお願い致します。 

     本日、午前中に宇都宮南高等学校にインターアクト設立の説明に二十二様(宇都宮北 RC)と喜

内会員、田口幹事と私とで行き、とても前向きで参加したいとの事でした。今後は青少年奉仕

委員会に引き継ぎ進めて行きたいと思っております。 

     これから 1 週間位、涼しい日が続くと思います。皆様、体に気を付けてロータリー活動をよ

ろしくお願い致します。 

     二十二様、本日はお忙しい所、お出で戴きありがとうございます。アットホームな南クラブ

の例会をご堪能下さい。 

     

    幹事報告     田口久雄 幹事 

 

  ● ガバナー月信 7月号が届いております。(レターボックス配布) 

  ● 7月 31日(水)の例会は、栃木 SC顧問松本育夫様の卓話となります。卓話時間を充分取る為に、

バイキングと致します。お早目にお出かけ下さい。 

  ● 「よねやまハイライト」7月号が届いております。(回覧) 

7月 第 3例会 

2013年 7月 17日(水)    会員数 45名 出席 30名 

TEL:028-635-5511
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    ガバナー補佐報告    村上芳弘ガバナー補佐 

 

     今年度の夏期交換留学生は、大震災の為に 2 年間のブランクを経て再開しましたが、直前に

台風が台湾を直撃し、来日が危ぶまれ若干の予定変更を余儀なくされました。 

     台湾と日本は、とても友好関係が深く理解しあえる国です。学生は元より社会人も交換でき

れば友好関係がより深まると思います。特に青少年交換の目的は、子供達が成長した時に日本

や外国を理解し合える事です。今、台湾では日本が人気で当初 5 名の予定が 8 名となり、ホス

トファミリーの皆様のご協力を感謝致します。 

     福田知事に表敬訪問では、当初副知事との懇談の予定でしたが、会議中にもかかわらず懇談

して下さり、知事も留学生も大変喜んでいました。その後、高久会員にお世話になり十五夜で

食事会を致しました。午後の予定は、笠原会員にお世話になりアサヒタクシーのジャンボタク

シー日産自動車上三川工場に参りました。台湾には自動車工場が無く、工場内の人間とロボッ

トの関係を是非見てもらいたいと伝えました。皆様のご協力に感謝致します。 

 

    スマイル BOX委員会   菅野孝祠 委員 

 

   §仲田俊夫会長 昨日、とちぎテレビに出演しました！（ニュースです） 

   §村上芳弘会員(2013-14年度ガバナー補佐) 

           夏期交換留学生では、田口幹事、そしてホストファミリーの佐々木さん嶋田さ

んに心から感謝申し上げます。 

   §笠原正人会員 夏期交換留学生の日産自動車上三川見学にジャンボタクシーをご利用下さいま

してありがとうございます。無事終了して私もホッとしています。 

   §若月章男会員 今年度、会員増強委員長を仰せつかりました。1 人でも多く増強できますよう、

皆様のご協力をお願い致します。 

   §荒井健次会員 仲田会長、田口幹事、年度はじめで何かと大変でしょうが頑張って下さい。ご

苦労様です。 

   §中野智之会員 今日は、気合を入れて新しいスーツで来ました。 

   §田中正夫会員 先日、シベリア鉄道に乗ってきました。 

   §藤島 拓会員 坂本さん、村田さん、酒澤さん、広報委員会 1年間よろしくお願い致します。 

   §若林博純委員長 あとひと月でお盆です。 

 

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  9,000円 

亘理ロータリークラブワンコイン支援          今週の金額  1,221円 

 

    野球部報告    藤島 拓キャプテン  

     

    本日、市内 6 クラブ・リーグ戦第 1 試合が森グランドに於いて行われます。当クラブは西クラ

ブと対戦致しますので、15 分前には集合して下さい。本大会に向けて頑張りますのでよろしく

お願い致します。 
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    夏期交換留学生報告   嶋田辰雄 ホストファミリー 

 

  歓迎会 宇都宮グランドホテルにてソラナを囲んで    16 日嶋田家に到着早々ピアノを弾き始

めましたアニメの曲のようです 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  近所のファミリーレストランにて 

妹親子も一緒にソラナを囲んで 

                             嶋田家のアポロ君すぐなつきました 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  18日夜 東小学校体育館にて 

バトミントンでひと汗かきました 

 

                           19日朝 玄関前で 
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    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 寄付  合計 46,000円 

 

   米山記念奨学会 寄付  合計 84,000円 

 

    クラブ・アッセンブリー 

 

   今年度委員会活動計画 

 

   クラブ奉仕委員会：リーダー 小塚照夫  プログラム委員会：委員長 笠原正人    

スマイルボックス委員会：委員長 若林博純  親睦・家族委員会：委員長 中野智之 

出席委員会：委員長 坂井俊司  広報委員会：リーダー 藤島 拓（広報・会報兼任） 

雑誌委員会：委員長 坂本昭一  会員組織委員会：リーダー 若月章男（会員増強兼任） 

会員選考委員会：委員長 荒井健次  職業分類委員会：委員長 金田秀壽 

 

    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 
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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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出席報告  嶋田辰雄 委員 

 

会員数  45名  前々回 7月 3日 

出席数  30名   訂正率  82.50％ 

欠席数  15名   ビジター  1名 

出席率 73.17％   

 

次回例会 

   

 7月 24日(水) クラブアッセンブリー 

本年度委員会 

 活動計画 


