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 2013-2014 年度  第 1567 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≫ 
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    司 会      菊地正幸 S.A.A（宇都宮東 RC） 

   

● 国歌斉唱「君が代」 ● ロータリーソング「四つのテスト」 

 

    ビジター紹介   坂田早苗直前会長（宇都宮東 RC） 

   

   § 栃木県知事 福田富一 様（卓話者） § 随行 中川友也 様 

 

    開会の言葉    武田真臣 会長（宇都宮陽東 RC） 

 

   これより、第 3グループ Bの合同例会を開会いたします。設営にあたりまして、宇都宮東 RCの

皆様、大変お世話になりました。本日はどうぞよろしくお願いいたします。 

 

    点鐘・会長挨拶  若度哲久 会長（宇都宮東 RC） 

        

皆さん、こんにちは。みぞれの中おいでいただきまして、 

誠にありがとうございます。 

4つのクラブによる合同例会は、今日が初めてのことです。 

昨年、私共クラブの長期計画委員会で、第 3グループ Bで合 

同例会を持ったらいいのではないかという提案がございまし 

た。そこで、最初の会長会でお話をしましたところ、村上ガ 

バナー補佐もやはり合同例会を考えているということで、 

また、他の会長の方々とも意見が一致しまして今日の運びと 
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なりました。本来ならガバナー補佐のいらっしゃる宇都宮南 RCが担当するという話で始まったの

ですが、記念すべき第 1 回目は、福田知事をお招きしようという計画になり、知事は公務ご多忙

のため火曜日しか予定がとれないとのことで、私共の例会に合わせて開催する運びになりました。 

4クラブの源は、宇都宮東 RCの 21人の会員からスタートしております。現在、チャーターメン

バーはイタヤの田嶋パスト会長只お一人ですが、21 名から、この会場には 200名を超える人数が

集まりました。50 年近くの間、成長してきたからだと思います。これは、皆様と皆様の先輩方の

努力によって今のロータリーが続いてきたからだと思っております。 

今日は知事がお見えなので、今流行っている知事が提唱された「地酒で乾杯」をしたかったの

ですが、昼時でもあり、最後に村上ガバナー補佐から「四季桜」をお渡ししていただく予定とさ

せていただきました。 

この機会にそれぞれの交流をお図りいただき、皆様のクラブの発展に結びつけていただければ

幸いです。以上、開催地の会長挨拶とさせていただきます。本日はよろしくお願いいたします。 

 

    ガバナー補佐 挨拶   村上芳弘 ガバナー補佐（宇都宮南 RC） 

    

    皆様、こんにちは。非常に寒い所ご出席いただきましてありがと 

うございます。 

    只今会長からお話がありましたように、4クラブの合同例会は初 

めてでございます。私がガバナー補佐就任以来、開催したいという 

 

思いがあり、少しでも各クラブの今後に繋げられる例会であってく 

れれば良いと思いました。今後継続する事によって、我々のクラブ 

新入会員も含めて、元気あるクラブ作りが出来るのではないかと思 

っております。 

第 1回目は、福田富一知事にお願いに上がり、お忙しい所 快くお引き受け下さいました。誠に

ありがとうございます。知事は昨年、政治家として 30周年を迎えられました。これからも栃木県

の為、そして県民の為に、健康にご留意されて、頑張って戴きたいと思います。私は昨年、福田

富一知事について「勝手に 100人に聞きました」を行いました。その結果、回答の第 1番目に「威

張らない知事」2番目に「イケメンである」3番目は「熱意と情熱がある」4 番目は「栃木県民の

為に一生懸命」とありました。我々が考えている事と同じではないかと思いました。 

    この例会がこれからも継続して行く為に、次年度のガバナー補佐であります、佐貫さんにバト

ンタッチさせて戴きまして、次回は、ゴルフ大会や夜間例会でも良いと思います。最終的にはロ

ータリーの目的である 4 クラブの奉仕に結びつけられるような継続ある例会にして戴ければあり

がたいと思っております。以上、第１回目の合同例会の挨拶とさせて頂きます。ありがとうござ

いました。 

 

 

    スマイル BOX 

    

   §村上芳弘ガバナー補佐 福田富一知事様、よろしくお願い致します。 
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    栃木県知事 卓話 

    

    栃木県知事 福田富一様 

 

ねんりんピック栃木 2014、とちぎの魅力・実力ランキング 

健康長寿とちぎづくり推進条例についてのパンフレット配布 

により「とちぎ未来大使」「栃木のゆるキャラ」「餃子日本一 

奪還」「日光国体について」「地元のお酒で乾杯条例」「健康長 

 

寿とちぎ条例」「技能五輪・アビリンピック」「ねんりんピッ 

ク」の話など、熱意あるお話を戴きました。 

 

    謝 辞     仲田俊夫 会長（宇都宮南 RC） 

 

今日は 4クラブ合同例会ということで、福田知事に 

 

卓話をお願いいたしました。まだまだ寒さが続きます。 

健康にご留意いただきまして、県政に励んで戴きたい 

と思います。ありがとうございました。 

 

 

    閉会の言葉   中村 勝 副会長（宇都宮陽南 RC） 

 

    本日、第 3グループ Bの合同例会を主催していただきまし 

た宇都宮東 RCの役員の皆様、ありがとうございました。この 

合同例会が今後とも続きますよう、期待をしております。 

    今日は 2月 4日立春でございます。栃木県知事のお話にもあ 

りましたが、栃木県、いろいろな催し物が盛りだくさんでござ 

います。一日も早く私達のところにも春が来て、皆でこの春を 

満喫できますよう期待いたしまして、閉会の言葉とさせていただきます。 

 

    閉会・点鐘   若度哲久 会長（宇都宮東 RC） 

 

 

 

 

 

 

 

 

出席報告  坂井俊司 委員 

 

会員数  46名  前々回 1月 22日 

出席数  33名  訂正率 70.73％ 

欠席数  13名      

出席率 71.73％    

 

次回例会 

   

 2月 5日(水) 2月 4日振替休会 

 2月 12日(水) 外部卓話 

        NHK宇都宮放送局 

        局長 北出 幸一 様 
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    プログラム 

 

 

月  日 時   間    内      容 

2月 4日(火) 12：30～13：30 

福田富一栃木県知事 卓話 

第 3グループ B 合同例会 

村上ガバナー補佐 主宰 

2月  5日(水)  2月 4日(火)振替休会 

2月 12日(水) 12：30～13：30 

外部卓話：ＮＨＫ宇都宮放送局 

     局長 北出幸一 様 

     「ＮＨＫ連続テレビ小説」 

2月 19日(水) 12：30～13：30 
会員卓話：若月章男 会員  

     「業界の今」 

2月 26日(水) 12：30～13：30 
外部卓話：那須プラーセン 

     副社長 越石直子 様 

 

 

月  日 時   間    内      容 

3月 5日(水) 12：30～13：30 

会員卓話：同好会 

蕎麦を食う会 関 享一 会員 

写 友 会  関口 隆 会員 

3月 12日(水) 12：30～13：30 
外部卓話：印象戦略家 ちとせ 様 

「異性の心をワシヅカミにするキーワード」 

3月 19日(水) 12：30～13：30 
会員卓話：鈴木秀明 会員 

     「世界理解月間によせて」 

3月 26日(水) 12：30～13：30 

外部卓話：自立支援ホーム星の家 

      塩尻 由美子 様 

「希望ってなんですか？貧困の中の子供」 

 


