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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 

    

● 国歌斉唱「君が代」  ● ロータリーソング「奉仕の理想」 

 

    ビジター紹介   物井 栄三郎 親睦委員 

    

   §福田 富一 様(栃木県知事・卓話者) 

§増渕 貴之 様(宇都宮陽東 RC) 

   §野村 剛久 様(宇都宮陽東 RC) 

§朱 麗麗 さん(米山記念奨学会 修了生)  

     

    会長挨拶     小塚 照夫 会長 

 

 皆様こんにちは。 

 春とは名ばかりの風の冷たさの日々が続いております。それとは別に早春の暖かさが見事に

力を増してきているようなこんにちでございます。 

 また、3月とは別れと旅立ちの季節でございます。友と別れ、通いなれた学び舎を去る学生達、

また、希望に燃えて故郷を旅立つ若者達、新天地を求めて移動する者達、やがて桜の咲く春に

向かって束の間の世の中の動きがこの季節だと思います。 

 本日は、福田富一知事をお招き致しまして、陽南ロータリークラブとの合同例会を行う事に

なりました。福田知事におかれましては、年度末のお忙しい中、お出で戴きまして、本当にあ

りがとうございます。そして多くの皆様方のご参集ありがとうございます。県政について希望

に満ちた知事のお話を楽しみにしております。 

 先週の 2 月 27 日(金)第 3 分区会長幹事会が開催されました。次週の IM についてお話がござ

いました。詳細は後日ご報告いたします。 

 当、南クラブでは、今年度も野球部が甲子園出場を目指しております。クラブの名誉のため

にも是非頑張って戴きたいと思っております。理事会により、一口 5,000 円のご寄付を皆様方

にご協力願う事となりました。どうぞよろしくお願い致します。 

3 月 第 1 例会       宇都宮陽南 RC 合同例会 

2015 年 3 月 4 日(水)    会員数 46 名 出席 31 名 

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

 

   §3月のロータリーレート 1ドル＝118円 

   §IMのパンフレットをレターボックスに配布致しました。 

   §本日例会終了後、理事役員会を開催致します。 

 

    第 2550 地区 市内親睦ゴルフコンペ キャラバン   

 

   第 2550 地区 市内親睦ゴルフ大会開催のお知らせ 

 

    5月 6日(水)宇都宮カンツリーゴルフクラブに於いて開催致します。多くの皆様にご参加戴けま 

   す様、よろしくお願い致します。 

   (ホストクラブ：宇都宮陽東ロータリークラブ) 

           

    3 月のお祝い事      物井栄三郎 親睦委員 

 

§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 

§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 

§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 委員会報告  枝野修一 委員 

 

   §増渕様・野村様(宇都宮陽東 RC) 

           5月の市内ロータリークラブ親睦ゴルフコンペのキャラバンに参りました。よろ

しくお願い致します。 

   §小塚照夫会長 福田知事、本日は年度末のお忙しい間、お出で下さいましてありがとうござい

ます。知事の有意義なお話を聞く事を楽しみにしております。 

   §以下同様文の為、氏名のみ掲載(敬称略) 

藤井康夫・中野智之・菊池功・平澤照隆・若月章男・坂本昭一・村田宏明・笠原正人 

田口久雄・安齊誠一・酒澤伸二 

§田中正夫会員 1999年 3月 3日に入会してから満 16年となりました。皆出席です。 

   §仲田俊夫会員 ようこそ福田知事、卓話楽しみにしております。播磨灘のイカナゴ漁が解禁に

なり、つくだ煮が届きました。庭の梅の花もチラホラ咲き始めました。もう春

ですね！ 

   §関口 隆会員 3月 3日は“ひな祭り”ではなく、私の職業では“耳の日”です。レターボック

スにパンフレットを入れさせて頂きました。3月 3日の“３”にちなんで 3年に

1度入れさせて頂いており、今回で4回目となります。よろしくお願い致します。 
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   §藤島 拓会員 3月に入って暖かい日が出て来たので、野球部の皆様、今年も甲子園大会と地区

野球大会の勝利を目指して、自主トレ頑張りましょう!! PS,甲子園寄付もよろ

しくお願い致します。(一口 5,000円です) 

   §角田充由会員 春うららの 4月 26日まで、今現在取り組んでいる仕事の関係で出席の面で、ご

迷惑をかけます。4月以降、出席を含め、全力で取り組みますので、よろしくお

願い致します！ 

   §嶋田辰雄会員 2月は例会に 1度も参加できずにすみませんでした。 

   §若林博純会員 県内の最終処分場は、塩谷で決まりなのでしょうか？風評被害は避けられなく、

スカイベリーや那須ひかりにも影響が出ると思います。個人的には足尾や葛生

地区にして欲しいと思います。 

   §喜内敏夫会員 5月 8日台湾で最も愛されている日本人「八田与一技師」の命日に台湾鳥山頭ダ

ムに行きます。NPO法人栃木県防災士会主催ですが、ご希望の方は喜内まで申し

込んで下さい。 

   §菅野孝祠会員 仕事の都合により、中々出席できず、申し訳ありませんでした。本日、県知事

様の卓話、よろしくお願い致します。 

   §村上芳弘会員 知事 福田富一様の卓話に出席できず誠に残念です。今日は「ぜんせき」の理事

会で東京出張です。申し訳ありません。2 月 21 日はロータリーの会員の方もご

出席戴き、皆様から「盛大な祝賀会でしたね」と喜んで戴きました。心から感

謝申し上げます。 

       

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 28,000 円 

 

    会員卓話 

 

栃木県知事 福田富一 様 

 

 県政についてのお話がございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pref.tochigi.lg.jp/e04/jyourei/documents/jyourei2.pdf
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    プログラム 

 

 

 

月  日 時  間 内  容 

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  嶋田辰雄 委員 

 

会員数  46 名  前々回 2 月 18 日 

出席数  31 名  訂正率 76.74％ 

欠席数  15 名       

出席率  77.50％  

次回例会 

 2015 年 

  3 月 11 日(水) IM 振替休会 

  3 月 12 日(木) IM PM4：00 登録 

            

 


