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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      坂井 俊司 S.A.A 

    

● ロータリーソング「我らの生業」 

 

    ビジター紹介   物井 栄三郎 親睦委員 

    

   §佐貫 直通 様(第 2550地区第 3グループ Bガバナー補佐・宇都宮陽東 RC) 

   §橋本 正行 様(宇都宮陽東 RC) 

§川名 悟 様(宇都宮 90RC)  §甲斐 エイ子 様(ロータリー財団 GSE学友会員) 

     

    会長挨拶     小塚 照夫 会長 

 

 皆様こんにちは。 

 足元の悪い中、佐貫ガバナー補佐をはじめ、多くのビジターの方のご参集下さいましてあり

がとうございます。 

 連日、日本列島のあちこちから雪の便りを聞かされております。2月と言う月は、暦の上では

春ながら、実のところは寒さが極まる季節です。しかし寒さの底から何かの兆しが始まる時で

もあります。 

 2015 年度米山奨学生新規学生 14 名が決まりました。我がクラブでは、カオ・グホワイ君(ベ

トナム)23歳の青年で、宇都宮大学工学部で電気電子を専攻している 4年生です。1年間お預か

りする事になりました。よろしくお願い致します。 

 本日の卓話は「我が人生を語る」第 6 弾として安齊会員にお願いしております。安齊会員、

よろしくお願い致します。 

 

    幹事報告      中野 智之 幹事 

 

   §米山奨学生カウンセラーを小塚会長がお引き受け下さいました。 

   §ＩＭの詳細はレターボックスに配布致しました。    

2 月 第 2 例会 

2015 年 2 月 18 日(水)    会員数 46 名 出席 27 名 

TEL:028-635-5511
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    第 2550 地区 ＩＭキャラバン  

 

   第 2550 地区 第 3 グループＢ ガバナー補佐 佐貫 直通 様 

 

2014～2015年度 国際ロータリー第 2550地区 

第 3グループ A・Bインターシティー・ミーティング  

開催日／2015年 3月 12日（木） 

会場／ホテルニューイタヤ、 

本館 3階・天平の問、南舘 4階・櫻の問 

16：00～登録開始  16：20開会 

ホストクラブ：宇都宮東ロータリークラブ 

 

           

    栃木県ピアノコンクールＰＲ 

 

   川名 悟 様(宇都宮 90RC) 

 

今年第 10回となる栃木県ピアノコンクールは、 

NPO法人くるみの会音楽振興会(理事長 川名 悟)が、 

青少年の健全育成の一助、ピアノ指導者の研鑽の場 

となる事を願い、栃木県、宇都宮市などからのご後 

援の元 2006年に創設致しました。参加者は関東一円 

をはじめ、遠くは九州、北陸、関西方面などにも広 

がっています。また著名音楽大学教授、ピアニスト 

など多岐にわたる先生方にご審査頂き、昨年は 5つ 

の部門に予選、本選合わせ幼児から大学、一般まで 

約 370名の方々にご参加頂きました。今年も若き 

ピアニスト達の熱演が繰り広げられるものと期待 

されております。 

           

    スマイル BOX 委員会報告  磯貝 太 委員 

 

   §藤井康夫副会長 暖かい日と寒い日がジェットコースターの様に続きますが、お体には皆様お

気を付け下さい。 

§中野智之幹事 安齊さん本日の卓話、よろしくお願い致します。 

   §村上芳弘会員 ガバナー補佐の佐貫様、橋本様、そして地区幹事の川名様をお迎えできる事に

喜びを感じます。 

   §坂井俊司会員 本日は安齊さんの会員卓話、楽しみにしています。 

   §若林博純会員 国際奉仕に人一倍貢献している安齊さんの卓話に興味があります。よろしくお

願い致します。 

   §物井栄三郎会員 本日は安齊さんの卓話、楽しみにしています。 
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   §菊池 功会員 2月 11日南風インターアクトクラブでの恵方巻き作り楽しかったです。 

   §荻原英美会員 先日 1月 29日に市役所に伺い、宇都宮市長佐藤栄一氏より「キラリ大賞」を授

賞しました。これは男女共同参加事業で、働きやすい職場ということで、宇都

宮東武百貨店と当事務所の 2 社が今年度表彰されました。下野新聞・毎日新聞

に掲載され、又、栃木テレビでも放映されました。会員の方々よりの励ましの

言葉、ありがとうございました。 

   §田中正夫会員 従業員が入院してしまって大変です。それでも例会には出席します。 

   §小林 裕会員 花粉がやって来ました。(トホホ) 

       

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 10,000 円 

亘理ロータリークラブワンコイン支援           今週の金額    0 円 

甲子園募金                        今週の金額  3,000 円 

 

    インターアクト委員会報告  磯貝 太 委員 

 

  2月 11日(水)宇都宮南高等学校 インターアクト 

南風クラブに於いて、留学生を招いて恵方巻きを作 

る会を行いました。当クラブからは 9名の参加で、 

南風クラブでは初めての高校生が中心となった活動 

で、留学生 2名を招きました。 

 恵方巻きを作るのは中々難しいながらも、皆で楽しく 

 作りました。 

 今後の活動にご協力をお願いすると共に。会員の皆様 

のより多くのご参加をよろしくお願い致します。 

 

 

 

 

 

    会員卓話 

 

安齊 誠一 会員 

(株)アンザイピアノテクニカル 代表取締役 

 

 アンザイピアノテクニカルは調律技術を主体 

とした企業で、ピアノの調律に関しての音階説 

明や会社を起業するまでの、生い立ちや学生時 

代のエピソード等、ユーモアあふれるお話がご 

ざいました。 
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    プログラム 

 

 

月  日 時  間 内  容 

2 月 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 

 

月  日 時  間 内  容 

3 月 4 日(水) 12：30～13：30 

宇都宮陽南 RC 合同例会 

栃木県知事 福田 富一 様 

「行政を語る」 

3 月 11 日(水) 振替休会 12日(木)インターシティーミーティングの為 

3 月 12 日(木) 
16：00～ 

(ホテルニューイタヤ） 

インターシティーミーティング 

集合時間 16：00 登録：16：20 

懇親会：18：20 

3 月 18 日(水) 12：30～13：30 

宇都宮陽南 RC 合同例会 

宇都宮市長 佐藤 栄一 様 

「市政を語る」 

3 月 25 日(水) 移動例会 職場訪問：(株)セルクリーンセンター 

 

出席報告  田島 久夫 委員 

 

会員数  46 名  前々回 2 月 4 日 

出席数  27 名  訂正率 64.29％ 

欠席数  19 名       

出席率  64.29％  

次回例会 

 2015 年 

  2 月 25 日(水) 移動例会 

         そば打ち例会 

         そばの実  

         店主 安藤 英二 様 


