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 2013-2014 年度  第 1568 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      田島久夫 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・家族委員長 

   

   § 北出幸一 様 NHK宇都宮放送局（卓話者） § 石川智之 様(入会予定見学) 

 

    会長挨拶     仲田俊夫 会長 

 

     皆様こんにちは。 

     土曜日曜と雪掻きをしましたら、腰と背筋が痛んでマッサージを受けに行きました。マッサ

ージ師さんは同じ症状で多くの方が来院しているとの事でした。 

     ソチオリンピックも中々金メダルが取れませんが、スキーとジャンプに期待をよせています。 

     本日の卓話は NHK宇都宮放送局の北出様がお見えです。楽しいお話をよろしくお願い致します。 

     まだまだ寒さも続き、学校や幼稚園ではインフルエンザが流行っているそうです。先日病院

にお見舞いに行った時には、インフルエンザとノロウィルス防止の為にマスクをするように言

われました。皆様も十分に体に気を付けて、私の年度の残り数か月間を元気に出席していただ

くよう、よろしくお願い致します。 

 

    幹事報告      田口久雄 幹事 

    

   §宇都宮 RC より、「フォーチュンクッキー宇都宮ロータリークラブ」と題してインターネットサ

イト「ユーチューブ」で動画が公開されております。 

   §ロータリー手帳をご希望の方は事務局までお申し出下さい。 

   §ロータリー財団特別寄付金領収書(確定申告用)をレターボックスに配布致しました。 

   §スペシャルオリンピックス日本・栃木発足 10周年記念式典講演会及びニュースレターが届いて

おります。 

2月 第 2例会 

2014年 2月 12日(水)    会員数 46名 出席 29名 

TEL:028-635-5511
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    皆出席表彰 

    

   坂本昭一会員 

   2007年 1月より 7ヵ年 

 

   山本敬三会員 

   2012年 1月より 2ヵ年 

 

 

    スマイル BOX委員会   喜内敏夫 委員 

 

   §仲田俊夫会長 北出様、卓話楽しみにしております。 

   §喜内敏夫会員 NHK 宇都宮放送局長 北出幸一様の卓話、ありがとうございます。栃木石川県人

会の大切な方です。 

§鈴木秀明会員 私は NHK 会長の発言を支持します。これは政治的発言ではありません。民族の

誇りの問題です。NHKさん頑張って下さい。 

§小保方信聴会員 国民の一人として、ソチオリンピックを応援しましたが、未だ途中ですがあ

まり奮わないですね。でも、最後まで頑張って下さい。最後まで応援していま

す。 

§塩田 潔会員 今日は、北出局長の卓話を楽しみに来ました。又、今日から野球部の甲子園大

会の資金援助をお願いすべく BOX を用意させていただきました。皆様の温かい

ご支援をお願い致します。RCの甲子園野球大会が NHKで全国放映されると良い

ですね。よろしくお願い致します。 

   §関 享一会員 昨日、福島県桧原湖へワカサギ釣りに行って参りました。成果はイマイチでし

た。だけど寒かったです。今シーズンあと 1～2回行きたいものです。 

   §平澤照隆会員 8日(土曜日)大雪の中、成田山の法類会 出席の為、行って来ました。午後 3時

に出発して午後 10時半、やっと着きました。自然の力には敵いません。 

   §山本敬三会員 当社 社屋が間もなく完成する事になり、とても楽しみです。 

   §坂井俊司会員 先週は出席をお願いしながら自分が欠席となり申し訳ございませんでした。内

話の事ですが、インフルエンザで 3 人も休みが出てしまいました。皆様、ご自

愛下さいませ。 

   §藤島 拓会員 北出局長様、本日の卓話ありがとうございます。また、インターアクトクラブ

の放送の件でも大変お世話になりましてかさねて御礼申し上げます。 

   §中野智之会員 北出様、卓話楽しみです。よろしくお願いします。 

   §若林博純会員 石川さん今日はご苦労様です。私の家族もステーキをどこに食べに行こうかな

と悩んでいます。是非南ロータリークラブにご入会下さい。 

    

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  12,000円 

亘理ロータリークラブワンコイン支援          今週の金額     500円 

甲子園募金                      今週の金額  14,143円 
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    2月のお祝い事 

 

§入会記念 塩田潔会員・岩本一男会員 

 §本人誕生 坂本昭一会員・青木克浩会員・角田充由会員 

 §夫人誕生 安齊誠一会員・米光啓彌名誉会員 

 §結婚記念 小塚照夫会員・田島久夫会員 

 §創立記念 塩田潔会員(株)シオダ建築デザイン事務所 ・ 小林裕会員 日昌測量設計(株) 

 嶋田辰雄会員 (有)シマダ建設・酒澤伸二会員 (株)フリントホイール 

 

    野球部報告     藤島 拓 キャプテン 

 

      受付に募金箱を設置させていただきました。昨年、クラブの皆様の御支援をいただきまし

て、今年の全国ロータリー野球大会に参加する運びとなり、1月 30日付けで正式申込みとな

りました。仲田会長をはじめ会員の皆様に感謝を申し上げます。本当にありがとうございま

した。 

      例年であれば、7月～8月からの練習となりますが、甲子園大会が 6月期と思われますので、

4月より練習を開始し、宇都宮南クラブの為に一丸となって頑張って行こうと決意致しました。

クラブの皆様には、重ね重ねご迷惑をお掛けして恐縮ですが、ご支援を戴きながら参加して

行きたいと思い、募金箱を設置致しました。皆様の御協力をよろしくお願い致します。 

 

    招待卓話 

 

    NHK日本放送協会 宇都宮支局 

    支局長 北出 幸一 様 

 

 

    連続テレビ小説制作秘話やドラマ制作のお話がございました。 
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    プログラム 

 

 

月  日 時   間    内      容 

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」 

 

出席報告  嶋田辰雄 委員 

 

会員数  46名  前々回 1月 29日 

出席数  29名  訂正率 81.82％ 

欠席数  17名       

出席率 69.05％    

 

次回例会 

   

 2月 19日(火) 会員卓話 

        若月章男会員 

        「業界の今」 


