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 2013-2014 年度  第 1571 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 

   

● 国歌斉唱「君が代」  ● ロータリーソング「奉仕の理想」 

 

    会長挨拶     仲田俊夫 会長 

 

     皆様こんにちは。 

     今日は雨ですが、雪にならなくて良かったと思っております。先週の雪でテラスの屋根が倒

壊した為に、以前より庭が良く見えるようになりました。その庭の梅の木にウグイスが来てい

ました。3月 3日は私達の結婚記念日でした。本来ならば妻に感謝の気持ちを伝えなければなら

ないのでしょうが、照れくさくて何も言えませんでした。今まで多くを耐えて来てくれた妻に

心の中では感謝しています。 

     先日、神戸の友人より「イカナゴ」が送られてきました。2月 26 日が関西地方でのイカナゴ

漁が解禁で、関西の春を告げる行事だそうです。各家庭でイカナゴを甘露煮等に調理するそう

で、家庭其々の味があるのだそうです。そろそろ宇都宮も日一日と温かくなっているような気

がしますが、皆様も風邪を引かないように頑張って下さい。 

 

    幹事報告      田口久雄 幹事 

    

   §2014年度夏期交換留学生募集のご案内が届いております。 

   §2013-2014年度「意義ある業績賞」に当クラブは「南風インターアクトクラブ設立」として応募

致しましたが落選致しました。当クラブは飯村年度「ガバナー賞」としてその他 5 クラブと共

に次年度地区大会に於いて表彰されます。(回覧) 

   §本日例会終了後、理事役員会を開催致します。 

 

 

 

 

3月 第 1例会 

2014年 3月 5日(水)    会員数 46名 出席 26名 
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    3月のお祝い事   中野智之 親睦・家族委員長 

    

§入会記念 金田秀壽会員・仲田俊夫会員・田中正夫会員・若月章男会員・山本幹夫会員 

§会員誕生 田中正夫会員・岩本一男会員・菊池功会員・酒澤伸二会員・物井栄三郎会員 

斎藤名誉会員 

§婦人誕生 荒井健次会員・平澤照隆会員・水原 清会員 

§結婚記念 荒井健次会員・村上芳弘会員・仲田俊夫会員 

塩田 潔会員・田村一夫会員・水原 清会員 

§創立記念 安齊誠一会員 (株)アンザイピアノテクニカル・小保方信聴会員 宗教法人 光徳寺 

関口 隆会員 (株)せきぐち補聴器・山本敬三会員（株）プロ保険サービス 

 

    スマイル BOX委員会   喜内敏夫 委員 

 

   §仲田俊夫会長 関さん、関口さん、卓話ご苦労様です。楽しみにしています。 

   §喜内敏夫会員 3月 9日(日)スペシャルオリンピックス日本・栃木 発足 10周年 K年式典・記念

講演会(細川佳代子さん)に宇都宮南ロータリークラブへの感謝状贈呈式にパス

ト会長の鈴木秀明さんに出席していただきます。ありがとうございます。尚、

宇都宮南高等学校インターアクター16 名も参加していただく事になり、感謝致

します。 

§若月章男会員 先日、伊豆の河津桜を見て来ました。丁度満開でした。隅田川のお花見が待ち

遠しいです。 

§田中正夫会員 入会して満 15年となりました。連続皆出席を続けるために陽南ロータリークラ

ブでメイクして来ました。 

   §田村一夫会員 3日は私たち夫婦の結婚記念日でしたが、すっかり忘れてしまい 5年後にダイヤ

の指輪をプレゼントする事を約束させられました。それまでもつかナ～。 

   §藤島 拓会員 本日はインフルエンザ予防でマスクしています！！今、子供達が通う戸祭小で

インフルエンザが大流行して 1 年生は学年閉鎖になってしまいました。明日 3

月 6 日は県立高校の受験日で、我が家にも 1 人受験生がいるため、インフルエ

ンザにならないように苦労しています！！早く温かくなってインフルエンザに

気を付けなくてもよくなるように願ってスマイルします！！皆様もお気を付け

下さい！！ 

   §青木克彦会員 先頃の大雪の影響で現場の工程が大幅に遅れ、改めて雪国の辛さを実感してい

ます。宇都宮に生まれて良かったと親に感謝しています。 

   §中野智之会員 今日は、二日酔いでスマイルします。 

   §水原 清会員 ダブルハッピーの日です。 

       

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  11,000円 

亘理ロータリークラブワンコイン支援          今週の金額    880円 

甲子園募金                      今週の金額   3,714円 
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    広報・会報委員会報告    藤島 拓 委員長 

 

    §ガバナー月信 3月号をレターボックスに配布致しました。4ページに「宇都宮南高等学校 南

風インターアクトクラブ設立に向けて」の記事が関委員長の熱い思いが掲載されております。

是非ご覧ください。これから色々な活動がございますので、皆様の御協力をお願い致します。 

 

    会員卓話 

 

    蕎麦食う会   関 享一 会員(幹事)  

     

     平成 15年 10月 2日に発足し、同年 12月 9日に設立総会を 

開催致しました。チャーターメンバー15名でスタートし、現在 

の会員数 35名の会員の皆様と美味しい蕎麦を食べ歩く同好会です。 

発足より現在までのエピソードのお話がございました。 

 

 

    写友会     関口 隆会員(幹事) 

 

     名誉会員の米光啓彌会員と実質的な写友クラブの先生である 

笠原正人会員が中心となって行っております。そして顧問に栃 

木県では、有名な写真家である大手先生をお迎えしての講習会 

をイタヤ内の中華飯店で行っています。年 2回程、撮影会とし 

て日光や中央公園などに行っております。難しいと思いがちな 

写真の世界を、撮影した写真にアドバイスをしてもらう事で、 

驚きと感動(目からうろこが落ちる)が広がると、写真の披露とエピソードをお話されました。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出席報告  嶋田辰雄 委員 

 

会員数  46名  前々回 2月 19日 

出席数  26名  訂正率 70.73％ 

欠席数  20名       

出席率 65.00％    

 

次回例会 

   

 3月 12日(火) 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」 
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    プログラム 

 

月  日 時   間    内      容 

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」 

 

月  日 時   間    内      容 

4月 2日(水)  4月 5日(土)お花見例会振替休会 

4月  5日(土) 東京バスツアー 隅田川屋形船桜見物・国会衆議院見学 

4月 16日(水) 12：30～13：30 
会員卓話：平澤照隆 会員 

     「真言密教」 

4月 23日(水) 12：30～13：30 
外部卓話：宇都宮商工会議所  

 経営指導員  高野仁美 様 

4月 30日(水) 12：30～13：30 

外部卓話：宇都宮大学 准教授 

      髙橋若菜 様 

    「地球温暖化の現状と展望」 

 


