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 2 0 1 6 - 2 0 1 7 年度  第 1 6 8 4 回例会 

宇 都 宮 南 ロ ー タ リ ー ク ラ ブ 会 報 
会長：安齋誠一  幹事：関口 隆  広報委員会ﾘｰﾀﾞｰ：酒澤伸二 

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      田島久夫 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   藤島 拓 親睦・家族委員長 

 

   § 第 2550地区 第 3グループ B ガバナー補佐 太城 敏之 様(宇都宮東 RC) 

 

    会長の時間    安齋誠一 会長 

 

    皆様こんにちは。 

    本年度、会長を努めさせて戴きます。どうぞよろしくお願い致します。そして藤井前会長、坂

井前幹事、誠にお疲れ様でした。 

    本日は、第 3グループ Bガバナー補佐の太城敏之ガバナー補佐ご来場ありがとうございます。 

    第 2550 地区栃木秀麿ガバナーは、「元気なクラブ作りと誠実な職業奉仕」を謳っております。

当南クラブもガバナー方針に従いまして、活動計画を考えて行こうと思っております。 

    先日、甲子園大会に出場した皆様、応援に行かれた皆様、大勝おめでとうございます。益々の

ご活躍を期待しています。 

    今年度、関口隆幹事と連携を取り進めて行きますので、皆様のご協力をよろしくお願い申し上

げます。 

 

    第 2550 地区 第 3 グループ B ガバナー補佐 挨拶 

 

第 3グループ Bガバナー補佐 太城 敏之 様(宇都宮東 RC)  

 

自己紹介とご挨拶がございました。 

 

 

 

 

7 月 第 1 例会        

2016 年 7 月 6 日(水)     会員数 51 名 出席 32 名 

TEL:028-635-5511
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    記念品贈呈 

 

2015-2016年度 藤井康夫会長、坂井俊司幹事に 

 

記念のパスト会長章とパスト幹事章が贈られました。 

 

 

 

 

    皆出席表彰 

 

笠原 正人 会員 2010年 6月より 満 6ヵ年 

 

嶋田 辰雄 会員 2012年 6月より 満 4ヵ年 

 

  

 

    7 月のお祝い事   藤島 拓 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  

         坂井俊司会員(母) 

   §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 

 

    幹事報告     関口 隆 幹事 

 

   §7月のロータリーレート 1ドル＝102円 

   §クラブ名変更のお知らせ 第 7グループ 粟野西方ロータリークラブ クラブ名事務所変更 

    新クラブ名 鹿沼あわのロータリークラブ（例会場変更なし） 

    新事務所  〒322-0305 鹿沼市口粟野 2981-1 (有)牛久自動車整備工場内 

          TEL 029-85-2511 FAX 0289-8-2834 

   §本日の理事会議案で出席扱規定を討議致します。詳細は FAXにてご案内致します。 

   §食事の時間に BGMが流れますがこれは「ロータリーの公式の歌」として 1999年 11月 RI理事会

が公式のロータリーの楽曲として、ベートーベン作曲のエグモント序曲の「行進曲」を選定，

採用し、国旗入場式などの適切な機会に演奏することにしました。皆様ご拝聴ください。 

   §本日例会終了後、第 1回理事会を開催致します。 
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    スマイル BOX 委員会報告   嶋田辰雄 委員長 

 

§安齋誠一会長 本日よりスタートします。皆様の温かいご協力をよろしくお願い致します。野

球部 爆勝 おめでとうございます。 

§坂本昭一副会長 安齋会長、1年間よろしくお願い致します。 

§関口 隆幹事 1年間よろしくお願い致します。 

§田島久夫会員 安齋年度のスタートにエールを贈ります。今年度 S.A.A を担当します。1 年間、

よろしくお願い致します。 

§若月章男会員 安齋年度のスタートです。関口幹事と 1年間よろしくお願い致します。 

§村田宏明会員 安齋会長、関口幹事、今年度 1年よろしくお願い致します。 

§仲田俊夫会員 安齋年度、安齋さん関口さん 1年頑張ってください。 

§菊池 功会員 安齋年度 1年頑張りましょう。 

§坂井俊司会員 安齋年度のスタートにスマイル。 

§喜内敏夫会員 安齋年度の始まりです。私も気を入れますので、よろしくお願い致します。 

§関 享一会員 先ずは、今年度の華やかなスタート、心から歓迎します。素晴らしいロータリ

ークラブを造っていただくことが一番だと思います。その為にも全員で頑張り

ましょう。頑張れ宇都宮南ロータリークラブ 万歳！！！ 

§平澤照隆会員 安齋会長、関口幹事 1年間頑張ってください。 

§田口久雄会員 安齋年度がスタートしました！よろしくお願い致します。 

§藤島 拓会員 ①いよいよ安齋年度が始まります。親睦委員長として、各委員と協力し努力し

ますので、1年間よろしくお願い致します。 

        ②7月 2日の全国ロータリークラブ野球大会お疲れ様でした。安齋会長、坂本副

会長をはじめとする多くの会員の皆様のご支援のおかげで勝利することができ

ました｡  感謝を込めてスマイルします。去年のリベンジできました。 

§笠原正人会員 応援団の皆さんありがとうございました。大応援団の黄色い声援を受けてバッ

ターボックスへ。へなちょこカーブで何と空振りの三振。栄光と名誉を重ねて

来た私の野球人生に「あの日、あの時」が生涯忘れられない屈辱の日になりま

した。あの日から夜が眠れません。レジェンドが老害と言われないよう、もっ

と精進を重ねます。 

§村上芳弘会員 全国野球大会に応援していただいた皆様、そして甲子園まで応援に駆けつけて

くださった皆様、心から感謝申し上げます。今回の大会は第 33 回大会 62 チー

ムが参加、登録人数は約 1,350名です。過去に 27点以上取ったチームは、32年

間で 3チーム、これで 4チームになりました。また、74歳以上の方が 42名登録

されて、実際に出場された方はわかりません。私は皆様のおかげで、74 歳で参

加し、代打で出場させていただき、ヒットそして打点 2 盗塁も決めました。甲

子園出場最後の記念になりました。改めて感謝申し上げます。 

§磯貝 太会員 応援団の皆様、ありがとうございました。大満足の甲子園、子供達も喜び、お

父さんのスーパープレーを見せてあげました。子供連れで迷惑をお掛けして、

関係者の方々、ありがとうございました。 
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§酒澤伸二会員 いよいよ新年度となりました。安齋会長、関口幹事体制で 1 年間よろしくお願

い致します。また、先日の全国野球大会では、応援に来ていただきまして、良

い結果を出すことができました。 

§長谷川博夫会員 先日のロータリー甲子園大会では、初ヒットが打てました。その後、サイン

を見ないですみませんでした。わざわざ大阪まで応援に来ていただいた方、あ

りがとうございます。 

§黒崎丈博会員 本日安齋年度 1回目の例会、皆様よろしくお願い致します。7月 2日甲子園野球

大会、圧勝して来ました。結果 27 対 3、個人成績は 2 点ランニングホームラン

を含む 5 打数 3 安打 2 ホームラン 6 打点でした。皆様、応援ありがとうござい

ました。 

§桑田豊豪会員 先日の甲子園に応援に参りました。皆様の大活躍(レジェンドメンバー含む)に

より、歴史的大勝を応援でき感動しました。楽しい思い出となりました。本当

にありがとうございました。 

§磯田 賢元会員 久しぶりに皆様と野球ができたこと。たくさんの応援団の中、甲子園で野球

ができたこと。祝勝会も盛り上がり、一生ものの思い出が増えたこと。もろも

ろにスマイルします。ありがとうございました。 

§嶋田辰雄スマイル委員長 

        7月 2日(土)甲子園野球大会に行って来ました。たくさんの応援ありがとうござ

いました。お蔭様で、27対 3と大勝しました。 

 

    インターアクト委員会  磯貝 太 委員長 

 

7月 7日(木)16：45より、宇都宮南高等学校に於いて第 1回合同会議を開催致します。委員会の 

皆様のご参加をよろしくお願い致します。 

 

    クラブフォーラム 

 

安齋誠一会長方針 

 

2016～2017年度 RI会長ジョン F・ジェームス氏は、 

「人類に奉仕するロータリー」というテーマで、人 

類の奉仕はロータリーの礎であり最も重要な目標で 

あると提唱しました。 

 

このテーマを受けて今年度の第 2550地区栃木秀麿ガバナーは、親睦と奉仕の２本立てで 

「元気なクラブ作りと誠実な職業奉仕」を実践して頂きたいと呼びかけました。 

この提唱に基づきまして、我がクラブは元気なクラブを作る為、まず、例会を充実させ 

親睦を深め、日常の職業に奉仕活動を実践できればと思います。 

その一例として、月に一度例会時に会員に自分の職業を PRして頂き、共感した会員と 

親睦を深めてもらいたいと考えております。 

さて、私達の宇都宮南ロータリークラブは、本年度創立 35周年を迎えます。 
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さらに本年度は、第 2550地区第 3グループ IMのホストクラブと、第 2550地区親善野球大会のホ

ストクラブを、担う事になっております。まさに重責で忙しい年度でありますが、創立 35周年記

念式典の実行委員会も、１月から発足し歩み始めています。 

また、第 2550地区第 3グループ IM実行委員会と、第 2550地区親善野球大会準備委員会も着々

と進行しております。しかし、これら 3 つの行事を成功に導くには、各準備、実行委員会の人達

だけでなく全クラブ員がこれらの行事を良く理解し一丸となって歩まなければ叶えられません。 

さあ！！親睦を深め、元気なクラブ作りをする良い機会です！全会員の協力と団結でこれらの

事業を成功させましょう。 

 

 クラブ目標 

・創立 35周年記念式典、第 2550地区第 3グループ IM、第 2550地区親善野球大会を成功させる。 

・会員純増 2名 

・米山奨学基金寄付 18000円 

・ロータリー財団寄付 150ドル 

 

    出席報告    長谷川博夫 委員 

 

会員数 51 名   出席数 32 名   欠席数 19 名  出席率 64.00％  

 

前々回 6 月 19 日  訂正率 100％（スペシャルオリンピックス） 

      

 

    次回例会 

 

    7 月 18 日(水) 会員卓話：前年度会長・幹事「1 年を振り返って」 

                 藤井康夫前会長・坂井俊司前幹事 


