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+++ 2013-2014 年度  第 1615 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      黒崎 丈博 S.A.A 

   ● ロータリーソング「それでこそロータリー」 

 

    ビジター紹介   枝野 修一 親睦委員 

    

   §上野 修一 様(県立宇都宮南高等学校 校長) 

§石川 努 様(インターアクト 県立宇都宮南高等学校 南風倶楽部顧問) 

§東島 那歩 さん(県立宇都宮南高等学校・1年交換留学生) 

§和気 明那 さん(県立宇都宮南高等学校) 

     

    会長挨拶     小塚 照夫 会長 

 

 皆様こんにちは。 

 昨日は暦の中で一番寒いとされる大寒を迎えました。今の時期の寒さは身に応えるさむさで

もありますが、冬の峠を越えてやがて春の息吹を持つ季節も、そう遠からじやって来る事でし

ょう。 

 今年度のクラブ内の活性化の為の目標の一つとして考えていました、趣味のサークルの開設

についての素案がまとまりました。先週の理事会において、南クラブ公認クラブとして 9 つの

サークルを決定しました。本日のクラブフォーラムにおいて説明し、多くの皆様の参加によっ

てクラブの活性化につなげたいと思います。 

 

    幹事報告      中野 智之 幹事 

 

   §米山記念奨学会より、米山功労クラブ感謝状が届いております。 

   §1月 18日(日)新人研修セミナーに行って参りました。当クラブから 9名の参加で大変有意義な

セミナーでした。 

   §IM(インターシティーミーティング)が 3月 12日(木)ホテルニューイタヤに於いて開催されます。 

    登録 16:00 点鐘 16:20となります。詳細は後日お知らせ致します。    

1月 第 3例会 

2015年 1月 21日(水)    会員数 46名 出席 29名 

tel:028-635-5511
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    委嘱状 

 

   2015-2016年度 第 2550地区 インターアクト委員会 委員 関  享一 会員 

                 青少年交換委員会 委員   佐々木 隆 会員 

                 資金推進小委員会 委員長  喜内 敏夫 会員 

 

    米山記念奨学会 功労者表彰 

 

    第 4回 関 享一会員 

    第 3回 村田宏明会員 

    第 1回 坂井俊司会員・佐々木隆会員 

 

 

 

           

    スマイル BOX委員会報告  山本 敬三 委員 

 

   §小塚照夫会長 寒い季節が続いています。又、インフルエンザも流行中です。健康にご自愛く

ださい。 

§藤井康夫副会長 宇都宮南高校の校長先生はじめ南風クラブ代表の方、本日はようこそ南クラ

ブの例会へ。お楽しみください。 

   §中野智之幹事 今日も元気にスマイルします。 

   §関 亨一会員 インターアクト南高等学校南風クラブの皆様、ごゆっくりと。 

   §佐々木隆会員 御無沙汰して申し訳ございません。南風クラブの東島さんが当クラブの推薦を

戴き、1 年交換留学に行かせて戴ける事になりました。ありがとうございます。

よろしくお願い致します。 

   §磯貝 太会員 宇都宮南高校 校長先生、石川先生、東島さん和気さんありがとうございます。 

   §笠原正人会員 今日もイタヤさんの階段 57段を登って来ました。最近足の衰えを感じます。今

度の野球部ゴルフコンペで足を鍛えようかな？ 

   §村上芳弘会員 暖かい為、灯油が売れません。今日だけ寒いですね。 

   §藤島 拓会員 雪が降らない事を祈ってスマイルします。 

   §田中正夫会員 お寺の仕事の後、例会に来ました。 

   §若林博純会員 今日のように寒いと暖かい国に逃げたいです。 

   §黒崎丈博会員 最近風邪が流行しています。皆様、体調管理気を付けて下さい。 

   §菊池 功会員 寒いねー。 

   §高久和男会員 久しぶりにスマイルします。久しぶりでスミマセン。 

   §山本敬三委員 南高校の皆様ようこそ！！ 

 

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 26,000円 

亘理ロータリークラブワンコイン支援           今週の金額    200円 

甲子園募金                        今週の金額  6,741円 
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    宇都宮南風インターアクトクラブ報告・1年交換留学生挨拶 

 

    東島 那歩 さん 

 

皆様こんにちは。 

今年の 8月から宇都宮南ロータリーのご推薦を受けて、 

長期交換学生として台湾に派遣させていただくことにな 

りました、宇都宮南高校 2年の東島那歩です。 

私は外国の文化に興味があり、たくさんの人と交流したいと思っていました。皆様のおかげで

実現できるチャンスをいただくことができました。とても感謝しています。この感謝の気持ちを

胸に、文化や価値観、考え方の違いを学び、広い視野で考えられる人になって帰ってきたいです。 

また、インターアクトの活動もこれまで以上に積極的に行っていきたいと思っています。これ

からもお世話になるかと思いますが、よろしくお願いします。 

 

    クラブフォーラム 

 

趣味のサークル 

 

食べ歩きの会・そば手打ち趣味の会・ゴルフ愛好会・山歩きの会・車の会(カーマニアクラブ) 

絵画デッサンの会・釣り愛好会・写友クラブ・野球クラブ 

 

公認クラブとしての形をとる事により 

① 登録会員⇒Ａ会員  ② クラブ全員が⇒Ｂ会員（Ｂ会員は各サークルの催すイベントには自

由参加ができる。 

原則としてクラブ(サークル)運営は受益者負担とする。特別出費がある場合、理事会の決定を経

て皆様(会員)からの寄付と言う形で、徴収する事も吝かではない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出席報告  田島 久夫 委員 

 

会員数  46名  前々回 1月 7日 

出席数  29名  訂正率 100％ 

欠席数  17名       新年会 

出席率  72.50％  

 

次回例会 

 2015年 

 1月 28日(水) 外部卓話  

        「和菓子の話」 

 御菓子司 濱田屋本店 店主 田崎岳司 様 
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    プログラム 

 

月  日 時  間 内  容 

1月 28日(水) 12：30～13：30 

外部卓話：和菓子の話 

御菓子司 濱田屋本店 

店主 田崎 岳司 様 

 

月  日 時  間 内  容 

2月 4日(水) 12：30～13：30 

外部卓話：義理人情とやせ我慢  

宇都宮鳶木遣り保存会 

会長 古川 芳男 様 

2月 11日(水) 法定休日 休会 

2月 18日(水) 12：30～13：30 
会員卓話：我が人生を語る 

 安齊 誠一 会員 

2月 25日(水) 
12：30～ 

（11:00より開場） 

移動例会：IFC宇都宮製菓専門学校 

   蕎麦打ち教室 

   そばの実 店主 安藤 英二 様 

 


