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 2013-2014 年度  第 1576 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「四つのテスト」 

 

    ビジター紹介   中野智之 親睦・家族委員長  

    

   §新見徹様・田村嘉應様(宇都宮 90RC・卓話者) 

 

    会長挨拶     仲田俊夫 会長 

 

     皆様こんにちは。 

     4月 5日のお花見例会にご参加、ありがとうございました。楽しい一日を過ごせたことと思っ

ております。 

     私の会社の社員が「孤独死」となりました。九州から転居を繰り返し身寄りもなく、警察に

お願いすることとなりました。新聞等で孤独死の記事を見ますが、実際に自分の身近で起きま

すと寂しい思いがします。もし、これが自分であったらと思うと孫子を頼りにしようと思いま

した。 

     本日は、ロータリーの友地区代表の田村様に卓話を頂戴致します。そして新見様、当クラブ

の家族的な雰囲気をご堪能下さい。 

 

    幹事報告      田口久雄 幹事 

    

   §第 2550地区ローターアクト年次大会出欠締切が明日となっております。出席の会員はお申し出

下さい。（現在 5名参加予定） 

   §栃木いのちの電話より、チャリティー映画会のご案内が届いております。(回覧) 

   §宇都宮南高等学校 菊池様より、先日のインターアクト台湾研修のお土産を戴きました。 

    

   

4月 第 2例会 

2014年 4月 9日(水)    会員数 46名 出席 32名 
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    スマイル BOX委員会   喜内敏夫 委員 

 

   §村田嘉應様(宇都宮 90RC) 今日は、卓話をさせて頂きます。 

§仲田俊夫会長 90ロータリークラブ田村様、卓話楽しみにしています。 

        4月 5日のお花見例会、楽しい 1日を過ごしました。親睦家族委員会の中野委員

長はじめ委員会の皆様ご苦労様でした。 

§田口久雄幹事 1年前から楽しみにしていたお花見例会をドタキャンしてしまいました。残念で

す！！当日はお天気も良く、とても楽しかったと聞きました。次回を楽しみに

しております。 

   §坂本昭一会員 本日の卓話、ロータリーの友地区代表委員の田村嘉應様にお願い致しました。

田村様、よろしくお願い致します。 

§藤島 拓会員 田村様、本日の卓話、ありがとうございます。よろしくお願い致します。 

§笠原正人会員 先日の東京観光、お世話になりました。国会参議院見学、感激しました。春う

ららの一日、皆と楽しく過ごせたことに感謝。 

   §若月章男会員 先日の国会見学と隅田川のお花見クルーズは大変楽しかったです。中野委員長

ありがとうございました。 

   §塩田 潔会員 先週の屋形船例会は、天気に恵まれ楽しく行って来られました。中野委員長、

大変お世話になりました。 

   §小林 裕会員 笠原・中野 両委員長のお蔭で良い花見が出来ました。ありがとうございました。 

   §田中正夫会員 先週も良い週末でした。ありがとうございました。 

   §菅野孝祠会員 先日の国会議事堂～屋形船～浅草、とても楽しかったです！！親睦委員長の中

野さんお疲れ様でした。 

   §磯貝 太会員 4月 5日お花見旅行、お疲れ様でした。子供達 大喜び、バスの中でも興奮して

夜中々寝なくて大変でした。子供達がタフでビックリしました。来年も家族で

参加したいです。 

   §荒井健次会員 孫 2人が中学校に入学しました。年を感じます。健康で育ってほしいです。 

   §平澤照隆会員 昨日は、お釈迦様の誕生日でした。近くの園児が大勢みえて、お釈迦様にあま

茶をかけてお祝いしました。 

   §荻原英美会員 税務調査が多く、RC に出席することが出来ませんでした。国税通則法の改正に

より、結果が全て文書で通知されることになりました。皆様に於かれましても

注意して下さい。 

   §山本敬三会員 誕生日を迎えました。ありがとうございます。 

   §喜内敏夫会員 先日 3日間は佐渡から小 2、幼稚園の 2人の孫が来て、アッという間に帰ってい

てしまい、淋しい思いをしています。 

         

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  18,000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 

甲子園募金                      今週の金額   2,880円 
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    4月のお祝い事   中野智之親睦・家族委員長 

 

§会員誕生 大野俊男会員・若月章男会員・若林博純会員・小林裕会員・坂井俊司会員 

山本敬三会員 

§入会記念 高久和男会員・田口久雄会員・小林裕会員 

§夫人誕生 黒崎丈博会員 

§結婚記念 金田秀壽会員・荻原英美会員・小保方信聴会員・坂本昭一会員・藤島拓会員 

嶋田辰雄会員 

§創立記念 大野俊男会員 (株)大野石材 ・坂本昭一会員 (株)新光印刷  

若林博純会員（株）若林 ・高久和男会員 イートランド(株） 

田口久雄会員（株）ツインズ ・菊池功会員（株）八幡 

 

    皆出席表彰     

 

田中正夫 会員  仲田俊夫 会員  小塚照夫 会員 

    1999年 3月より   1989年 3月より   2012年 3月より 

      16ヵ年       26ヵ年             2ヵ年 

 

 

 

    地区青少年交換委員会   佐々木隆委員 

 

 2014-2015年度夏期交換留学生に、南風インターアクト委員の和気明菜さん 2年生が当クラブ推

薦により、試験合格となりました。 

 

    国際奉仕小委員会    安齊誠一委員長 

 

  今回で 2 回目となります、ベトナムホーチミン市バンブーハウス親のない子供達の支援に 4

月 19日より、7名で訪問する事となりました。昨年は 10名の子供達が社会に出て活動していま

す。今後も 10名を育てて行きますので、皆様の御協力に感謝申し上げます。 

 

    会員卓話 

 

    第 2550地区ロータリーの友 

    地区代表委員  

    田村 嘉應 様(宇都宮 90RC) 

 

 

4月 雑誌月間（Magazine Month） 

ＲＩの公式機関誌『ザ・ロータリアン』および世界 31の地域雑誌の購読と、活用促進に役立つプ
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ログラムを実施する月間です。ロータリーの雑誌（『ロータリーの友』など）に対する会員の認識

を深め、それによってロータリーの情報の普及を図ることが目的です。 

クラブはこの月間中に雑誌に関するプログラムを実施しなければなりません。チェスリー・ペリ

ー国際ロータリー初代事務総長によって創刊された、『ザ・ナショナル・ロータリアン』（1912 年

に『ザ・ロータリアン』に改称）が発刊された 1911年 1月 25日を記念して、当初 1月 25日を含

む 1週間を雑誌週間としていました。  『2007年手続要覧』の「ロータリークラブ定款」の「第

14 条 ロータリーの雑誌」では、各会員は、会員身分を保持する限りＲＩの機関雑誌、またはＲ

Ｉ理事会から本クラブに対して承認ならびに指定されている地域的なロータリー雑誌（日本では

『ロータリーの友』）を購読しなければならない、と定めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    プログラム 

 

 

月  日 時   間    内      容 

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」 

 

出席報告  嶋田辰雄 委員 

 

会員数  46名  前々回 3月 26日 

出席数  32名  訂正率 73.81％ 

欠席数  14名       

出席率 72.73％    

 

次回例会 

   

4月 16日(水) 会員卓話 

        平澤照隆 会員 

「真言密教」 


