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 2013-2014 年度  第 1588 回例会 

宇 都 宮 南 ロ ー タ リ ー ク ラ ブ 会 報 
 

会長：小塚照夫  幹事：中野智之  会報委員長：佐々木隆 

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      関口 隆 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・所信表明  小塚 照夫 会長 

 

    2014～2015年度 国際ロータリー会長ゲイリー・C・K・ホアン氏は、 

ロータリーのテーマを「ロータリーに輝きを」と掲げています。 

第 2550地区 長嶋一郎ガバナーは、「明るく楽しいロータリーを創りま 

しょう」をテーマにしております。 

    我がクラブにおいても、それを生かす事によって、より元気なクラブ 

を創って行けます様、皆様のご支援とご協力をお願いするところです。 

ロータリアンが寛容の精神で、お互いの尊厳をあるがままに認め合い、 

そのうえで他人の為に尽くそうと言う超我の奉仕に結束して活動する事が、クラブを創り、地域

社会を活発にする原動力となるのです。その為には会員同士が互いに理解し、信頼と友情の輪を

広げ、一歩前進する勇気が必要です。「元気なクラブ」にする事が会長としての役割だと思います。 

    ロータリーブランド、つまり奉仕とは、社会 他人の為に力を尽くす事を言います。他人の為に

力を尽くすには、自分自身の廻りが健全でなくてはなりません。 

   ・身体が健全である事 

   ・心が清らかである事 

   ・家庭が平和である事 

   ・仕事が順調である事 

    以上の要素が整って、人の為に力を尽くすことが出来るのです。ロータリアンとして自己管理

が必要であると思われます。 

① 会員相互の基盤を維持拡大する。 

② 奉仕プロジェクトを実施し成果をもたらす。 

③ クラブの善き伝統を維持し悪しき習慣を修正する。 

④ 会員の為の活動を開き友情の輪を広げる。 

7月 第 1例会 

2014年 7月 2日(水)    会員数 48名 出席 34名 

TEL:028-635-5511
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    幹事報告      中野智之 幹事 

 

   §7月のロータリーレート 1ドル＝102円 

   §宇都宮 90RCより、市内 9クラブ親睦ゴルフ大会参加御礼と決算書が届いております。 

   §ロータリーの友電子版のご案内が届いております。近々当クラブ HPより閲覧できるようになり

ます。 

   §夏期交換留学生が 7 月 6～13 日の日程で来日致します。ホストファミリーとして嶋田会員・磯

貝会員がご協力下さいます。宇都宮南高等学校のご協力により、書道・茶道・音楽・インター

アクト会員との交流を予定しております。 

   §本日例会終了後、理事役員会を開催致します。 

 

    7月のお祝い事   山本幹夫 親睦・家族委員長 

 

§入会記念 喜内敏夫会員・小塚照夫会員・荻原英美会員・鈴木秀明会員・関 享一会員 

坂本昭一会員・菅野孝祠会員・田島久夫会員・若林博純会員・佐々木隆会員 

坂井俊司会員・物井栄三郎会員 

   §会員誕生 小保方信聴会員・高久和男会員・佐々木隆会員 

   §夫人誕生 荻原英美会員・高久和男会員・田村一夫会員  

   §創立記念 田村一夫会員 (有)タムラ商会  佐々木隆会員 佐々木隆税理士事務所 

   §結婚記念 佐々木隆会員 

 

    親睦・家族委員会報告   山本幹夫 親睦・家族委員長 

 

    2014-2015第 2550地区 地区大会記念ゴルフ大会のご案内が届いております。 

    9月 19日(金)ホウライカントリークラブに於いて開催されます。 

    詳細はレターボックスに配布致しましたので、参加ご希望の方はお申し出下さい。 

 

    皆出席表彰        嶋田辰雄 出席委員長 

 

    笠原正人 会員 2010年 6月より 満 4ヵ年 

    

嶋田辰男 会員 2012年 6月より 満 2ヵ年 

 

青木克浩 会員 2013年 6月より 満 1ヵ年 

 

 

 

    定款細則変更報告    小塚照夫 会長 

 

    §会費の件（田中正夫会計長より詳細説明）可決 
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    スマイル BOX委員会報告  青木克浩 委員長 

 

   §小塚照夫会長 1年間、会長という重責を全うしたいと思っております。よろしくお願いします。 

   §中野智之幹事 1年間よろしくお願いします。 

   §仲田俊夫会員 昨年度は、ご協力ありがとうございました。小塚年度よろしくお願い致します。 

   §田口久雄会員 仲田年度 1 年間大変お世話になりました。本日より、第二の人生を歩んで参り

ます(笑)。これからも南ロータリークラブで発展の為に頑張って参ります。何

卒よろしくお願い致します。 

   §笠原正人会員 小塚年度の皆さん 1 年間よろしく！いよいよ決戦の時が来た。甲子園でハッス

ルするぞ！！ 

§田島久夫会員 小塚会長、中野幹事頑張って下さい。エールを贈ります。 

   §菊池 功会員 小塚年度 1年間頑張って下さい。 

   §田村一夫会員 新年度、小塚会長、中野幹事、今年も楽しいクラブライフが送れますように。 

   §菅野孝祠会員 小塚会長、中野幹事新年度よろしくお願い致します。また、明日からの甲子園

頑張って来ます！！ 

   §喜内敏夫会員 小塚年度を期待しております。本年はロータリー財団を担当します。よろしく

お願いします。 

   §高久和男会員 自分自身にスマイル。ノルマを決めました。ノルマを達成するために。 

   §山本幹夫会員 小塚年度いよいよ始まりです。小塚会長中野幹事と共に 1年間頑張って下さい。 

   §安齊誠一会員 小塚年度スタートですね。会長幹事これからの 1年体を壊さず頑張って下さい。 

   §関 享一会員 小塚年度 1年間頑張って下さい。 

   §若月章男会員 小塚年度もいよいよスタートです。1年間頑張って下さいよろしくお願いします。 

   §鈴木秀明会員 新役員の皆様、頑張って下さい。 

   §酒澤伸二会員 小塚会長年度のスタートとなります。皆様どうぞよろしくお願い致します。 

   §藤島 拓会員 小塚会長中野幹事 1年間よろしくお願い致します。 

   §藤井康夫会員 小塚年度を盛り上げて行きましょう。よろしくお願いします。 

   §坂本昭一会員 小塚年度 1年間頑張って下さい。 

   §田中正夫会員 6年振りに会計になりました。よろしくお願いします。 

   §嶋田辰男会員 野球部に沢山の寄付を戴きありがとうございます。いよいよ明日甲子園に出発

します。頑張って来ます。 

   §物井栄三郎会員 6月 2日の夜会に出られませんでした。激しく降った雨のお蔭で、妻が滑って

後頭部を打ち、救急車で運ばれました。お蔭で楽しみにしていた夜会がパァー。

何とも妻らない(詰らない)話です（？） 

   §田村一夫会員 今年度初日 7 月 1 日妻の誕生日には素敵なお花をありがとうございます。思え

ば妻の誕生日は来なくて、いつまでも若いままでいてもらいたいものです。 

   §青木克浩委員長 いよいよ小塚年度のスタートですが、財務面で厳しい状況と聞いております

ので、是非ともスマイルでのご協力をよろしくお願い致します。 

   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  25,000円 

亘理ロータリークラブワンコイン支援          今週の金額     216円 

甲子園募金                       今週の金額   2,100円 
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    記念品贈呈式 

 

    2013-2014年度 会長・幹事 

     仲田 敏夫 会員と田口 久雄 会員に 

     記念品の贈呈がございました。 

 

     1年間お疲れ様でした。 

 

    野球部報告    藤島 拓 (塩田監督代行) 

 

    7月 3日(木)より、甲子園大会に臨んで参ります。 

     前夜祭：7月 3日(木)PM7:00   試合：7月 4日(金) PM9:00 対戦 RC：京都南 RC 

    

 

 

 

 

 

 

    皆様にご協力戴きました支援金の贈呈がございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

    プログラム 

 

月  日 時  間 内  容 

7月 9日(水) 12：30～13：30 
会員卓話：前会長・前幹事 

仲田俊夫前会長・田口久雄前幹事 

7月 16日(水) 12：30～13：30 
クラブアセンブリー 

各委員会活動計画 

7月 23日(水) 12：30～13：30 
クラブアセンブリー 

各委員会活動計画 

7月 30日(水) 18：30～19：30 夜間例会：小塚年度スタートを祝って 

 

出席報告  嶋田辰雄 委員長 

 

会員数  48名  前々回 6月 18日 

出席数  34名  訂正率 78.26％ 

欠席数  14名      

出席率  75.56％  

 

次回例会 

   

7月 9日(水) 1年を振り返って 

        仲田俊夫 直前会長 

        田口久雄 直前幹事 


