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会長：藤井康夫  幹事：坂井俊司  会報委員長：関口隆 

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      枝野 修一 S.A.A 

    

● ロータリーソング「四つのテスト」 

 

    ビジター紹介   長谷川 博夫 親睦・家族委員 

    

§ 亘理ロータリークラブ 

  第 2520地区パストガバナー補佐 丸谷 由郎 様 

  赤沼 恒信 様  黒田 美喜男 様  森 輝雄 様 

 

    会長挨拶     藤井 康夫 会長 

    

 皆さんこんばんは。 

 亘理ロータリークラブの皆様、ようこそおいでくださいました。どうぞごゆっくりご歓談くだ

さい。 

 10月 25日(日)の地区親善野球大会にご参加の皆様、お疲れ様でした。久しぶりに野球の応援を

致しましたが、本当に強い野球部となりました。 

 今年度、2回目の夜間例会です。磯貝親睦家族委員長が工夫してくださり、楽しい催しがありま

す。今宵も皆様で楽しんでください。 

 

    幹事報告     岩本 一男 副幹事 

    

§幹事報告はありません。 

 

    亘理ロータリークラブ 

    

   丸谷由郎様より、被災後、当クラブよりの支援に対しての御礼とご挨拶がございました。 

 

 

10 月 第 4 例会        

2015 年 10 月 28 日(水)    会員数 48 名 出席 27 名 
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    スマイル BOX 委員会報告   角田 充由 委員 

    

§亘理ロータリークラブ 

        いつも大変お世話様です。今後ともよろしくお願い致します。 

§藤井康夫会長 本日、亘理ロータリークラブの皆様、ようこそいらっしゃいました。楽しんで

行ってください。親睦家族委員会の皆様、夜間例会よろしくお願い致します。

野球部の皆様、優勝おめでとうございます。 

   §田村一夫会員 亘理ロータリークラブの皆様、ようこそ。 

   §野球部 名誉監督 笠原正人・総監督 村上芳弘・監督 塩田潔 

           国際ロータリー第 2550 地区 第 21 回親善野球大会の前々夜祭に於いて、我々3

人が 30 年連続出場の記念として、RI2550 地区ガバナー中谷研一様、RI2550 地

区親善野球大会会長 森玄彦様より、表彰されました。これも宇都宮南ロータリ

ークラブの皆様、そして野球部歴代のメンバーのお蔭様と深く感謝申し上げま

す。感謝を込めて 3人連名でスマイルします。 

   §山本敬三会員 名実共に鹿沼を敗ぶり、優勝しました。今日から私をヘッドと呼んでください。 

   §青木克浩会員 野球部のマネージャー青木です。色々と話しがあった事と思いますが、そうい

う事でありがとうございました。来年はホストクラブです。よろしくお願い致

します。 

   §藤島 拓会員 25日の地区野球大会で鹿沼RCをじゃんけんでやぶって悲願の優勝をする事が出

来ました。藤井会長をはじめ、皆様の応援のお蔭でございます。本当にありが

とうございました。来年は地区野球大会のホストクラブです。来年も皆様のご

協力をいただき、大会を盛り上げ、優勝したいと思いますので、よろしくお願

い致します!! 

   §磯貝 太会員 レジェンド村上さん塩田さん笠原さん表彰おめでとうございます。藤島さんが

選手宣誓からの優勝、感動でした。祝勝会が楽しみです。 

   §仲田俊夫会員 野球部の皆様、ご苦労様でした。最後の最後まで残念でした。でもじゃんけん

での勝利、おめでとうございます。試合はずっと押していましたね。練習は嘘

は言わなかったですね。 

   §田中正夫会員 野球部員で良かった！ 

   §佐々木隆会員 御無沙汰しております。野球部員にも所属させていただき、優勝を味あわせて

いただきました。応援していただいた皆様、ありがとうございました。 

   §中野智之会員 優勝しました！ 

   §長谷川博夫会員 先日の野球大会、初めて出させていただきました。代走として出たのですが、

タッチアップでアウト、ゲームセットになってしまいました。来年はレギュラ

ー入りになれるよう頑張ります。 

   §小保方信聴会員 皆様こんばんは。会話を楽しみに参加しました。 

   §若林博純会員 秋の収穫もやっと終わりました。これからは出席を一生懸命致します。 

   §小林 裕会員 ①しばらくぶりです！ ②台風災害でいい年して設計を手伝っています。 

           ③今年 2回目の私募債を発行しました。 

   §高久和男会員 スマイルへ。 

   §平澤照隆会員 スマイルへ。 
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   §角田充由会員 30 年連続出場記念、村上さん塩田さん笠原さん表彰、おめでとうございます。

お疲れ様でした。 

             

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  65,000 円 

 

    インターアクト委員会報告  山本 敬三 委員長 

    

   愛・パーク活動の一環として、11月 1日（日）栃木県総合運動公園に於いて第三回インターアク

ト清掃奉仕が行われました。 

    この事業は、宇都宮南ロータリークラブと宇都宮南高等学校（南風インターアクトクラブ）の合

同アクテビテイで今回で 3回目になり、今回は南風クラブが 78名、ロータリークラブその他 24名

合計 102名の参加をみました。 

    9：30から 12：00までの 2 時間半、ゴミ袋 20 個余りの落ち葉収拾にいい汗を流し、みんなでお

弁当を食べ解散いたしました。 

    この記事は、田口会員のご尽力で「下野新聞」に近々掲載される予定です。お見逃しなきよう

に・・・。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    お月見の会 
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    野球部報告 

    

   §後日掲載致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    プログラム 

      

 

月  日 時  間 内  容 

11 月 4 日(水) 12：30～13：30 

ロータリー財団 卓話 

地区ロータリー財団補助金小委員会 

委員長 森本 敬三 様 

11 月 11 日(水) 12：30～13：30 地区大会 振替休会 

11 月 15 日(日) 8：30登録 9：00点鐘 
2015-2016 年度 地区大会 

宇都宮グランドホテルに於いて 

11 月 18 日(水) 12：30～13：30 

招待卓話 

「ボランティアってなんだろう」 

NPO 法人サンタの会 代表 野田 和朗 様 

11 月 25 日(水) 12：30～13：30 

招待卓話 

「生活習慣病の新たな戦略 療養食キクイモの提案」 

岡医院・鷲谷病院 内科医師 岡 宗男 様 

 

出席報告  物井栄三郎 委員長 

 

会員数  48 名  前々回 10 月 7 日 

出席数  48 名  訂正率 76.92％ 

欠席数   0 名     

出席率   100％  

次回例会 

 2015 年 11 月 4 日(水)  

 ロータリー財団卓話 

地区ロータリー財団補助金小委員会 

委員長 森本 敬三 様 


