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 2013-2014 年度  第 1552 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」 

 

    ビジター紹介   中野智之 親睦・家族委員 

 

   ● 辻 祐司 様(宇都宮東 RC)  

● グエン・チョンダイ君・ノン・ティ・ビックさん(米山奨学生) 

 

    会長挨拶     仲田俊夫 会長 

 

     皆さんこんにちは。 

     本日は、辻祐司様がお二人の米山奨学生をお連れ下さり、誠にありがとうございます。後程、

卓話をよろしくお願い致します。 

     先日、10月 4・5・6日第 2550地区 地区大会が開催されました。とても有意義な会議であっ

たと思います。最後にベリーダンスのアトラクションがありました。11 日には野球大会の前々

夜祭が盛大に行われ、本大会では宇都宮西 RC から勝利をもぎ取りました。大変喜ばしい事で、

来年に繋がると思います。毎年、鹿沼 RC と鹿沼東 RC が優勝ですが、今年は鹿沼 RC と真岡 RC

が鹿沼東 RC をやぶって優勝致しました。その所以として真岡 RC は 7 月に甲子園球場に行き、

その感動を胸に秘め、大会に臨んだそうです。当クラブも是非行ってみたいと思いました。野

球大会では、閉会式までの長い時間残って下さりチームワークの強さを感じます。 

     11月は IMがあります。我がクラブより、村上芳弘ガバナー補佐が出ておりますので、皆様方

のご出席をよろしくお願い申し上げます。 

 

    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 2,000円   米山記念奨学会 寄付  合計 35,000円 

     

10月 第 3例会 

2013年 10月 16日(水)    会員数 45名 出席 25名 

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

 

   §現況報告書が出来ましたので、レターボックスに配布致しました。ご確認ください。 

   §飯村ガバナー及び保坂実行委員長より、地区大会参加のお礼状が届いております。(回覧) 

   §次週、10 月 23 日(水)は村上芳弘ガバナー補佐訪問、11 月 6 日(水)は飯村ガバナー公式訪問で

す。必ず全会員の出席をお願い致します。 

   §11月 9日(土)はインターシティーミーティングが開催されます。全員出席でお願い致します。 

    登録開始：15：30  開会：16：00  終了：19：30 

    (クラブ負担 IM登録料 1人 3,500円×43名分＝150,500円) 

 

    スマイル BOX委員会   田口久雄 幹事(委員長代読) 

 

   §仲田俊夫会長 地区大会に出席と野球大会への応援、ありがとうございました。 

   §田口久雄幹事 野球部の皆さん、地区野球大会お疲れ様でした！胸の空く試合内容に感動でし

た。 

   §村上芳弘会員 全員、野球で一勝一敗、頑張りました。家族の皆様のお蔭です。 

   §塩田 潔会員 10月 13日の野球大会には、会長をはじめ多くの方に応援戴き、大変ありがとう

ございました。それにもかかわらず、私の不甲斐無いピッチングを回戦、負け

てしまい申し訳ありませんでした。第 2 戦は藤島君が見事なピッチングで勝利

しました。野球部員皆頑張ってくれました。ありがとうございました。 

   §笠原正人会員 多くのファンに見守られて、無事私の引退試合ができました。ありがとうござ

いました。32 年間、楽しく野球ができた事は、多くの仲間に支えられた事につ

きます。来年の大会は、淋しく外野席から大会を応援させていただきます。後

輩がんばれ！！（発表の後、皆様のご要望により、引退は撤回されました） 

   §藤島 拓会員 10月 13日の地区親善野球大会に多くの応援を戴き、ありがとうございました。

来年の優勝を目指して頑張りましょう！！ 

   §酒澤伸二会員 先日の野球大会に応援に来て戴きましてありがとうございました。また来年に

向けて頑張ります。 

   §磯貝 太会員 日曜日、野球大会の応援ありがとうございました。1勝できて良かったです。来

年頑張りましょう。 

   §坂本昭一会員 野球部の大健闘にスマイルします。 

   §中野智之会員 野球部の勝利、おめでとうございます。 

   §田村一夫会員 いつも会員の皆様方にはお世話になっております。本日 10 月 16 日は会社の創

立記念日です。43年目を迎えました。今後ともよろしくお願い致します。 

   §平澤照隆会員 明け方、大変な暴風雨でした。被害はなく助かりました。本日は米山奨学生卓

話、よろしくお願い致します。 

   §田中正夫会員 先日、妻と四国に行って来ました。 

             

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  17,000円 

亘理ロータリークラブワンコイン支援          今週の金額   3,227円 
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    10月のお祝い事     中野智之親睦委員長 

 

§ 入会記念 田村一夫会員 

   § 会員誕生 金田秀壽会員・村田宏明会員・田口久雄会員 

   § 婦人誕生 藤井康夫会員・村上芳弘会員・小保方信聴会員・佐々木隆会員・山本敬三会員 

   § 結婚記念 安齊誠一会員・菅野孝祠会員 

   § 創立記念 村田宏明会員 北関東ニチユ(株) ・ 荻原英美会員 (有)荻原会計事務所 

田中正夫会員 材木町会計事務所 ・ 藤島 拓会員 (株)日本環境整備 

 

    地区表彰 

 

     

§仲田俊夫会長 25年 100％皆出席表彰 

 

 

 

 

    村上芳弘会員報告 

 

     第 2550地区親善野球大会では、皆様の頑張りとご家族の応援が成果になったと思います。 

    地区大会では、当クラブに於いて、ここ数年間で一番多数の出席者がありました。これも仲田

会長の努力の賜物だと思い、感謝申し上げます。来る 11 月 9 日(土)のインターシティーミーテ

ィングは市内 9 クラブの合同例会です。とても楽しい例会になるよう、ホストの宇都宮 RC が企

画しております。全員登録ですので、皆様のご出席をお願い致します。 

    ガバナー補佐訪問が後 3クラブあります。当クラブは来週ですのでよろしくお願い致します。 

    インターアクトクラブ設立に向かい、関実行委員長と若手の磯貝実行幹事には今年度実現に向

けて頑張って下さい。 

 

    外部卓話 

 

    米山記念奨学会 

米山奨学生 グエン・チョンダイ君 

ノン・ティ・ビックさん 

         （ベトナム） 
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    プログラム 

 

月  日 時   間    内      容 

10月 23日(水) 12：30～13：30 
ガバナー補佐訪問 第 3グループ B  

ガバナー補佐 村上芳弘 氏 

10月 30日(水) 18：30～20：30 
夜間例会「紅葉狩り」 

親睦・家族委員会 

 

月  日 時   間    内      容 

11月 6日(水) 12：30～13：30 
ガバナー公式訪問 

飯村愼一第 250地区ガバナー 

11月 9日(土) 

登 録 15：30 

開 会 16：00 

親睦会 18：10 

第 2550地区 インターシティーミーティング 

東武ホテルグランデ 

11月 13日(水) 振替休会 11月 9日地区 IMの為 

11月 20日(水) 12：30～13：30 ロータリー財団月間に寄せて 

11月 27日(水) 12：30～13：30 
外部卓話：自衛隊地方本部長 

一等陸佐 小林勇様 

 

 

 

 

 

 

出席報告  嶋田辰雄 委員 

 

会員数  44名  前々回 10月 2日 

出席数  25名   訂正率  64.86％ 

欠席数  20名      

出席率 67.56％   

 

次回例会 

   

 10月 23日(水)  

村上芳弘ガバナー補佐訪問 

クラブ協議会 
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