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 2016-2017 年度 第 1708 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） 

 

 

 

 

    

 

● ロータリーソング「我らの生業」 

 

 皆さんこんにちは。 

 1月 14日(土)地区職業奉仕研究セミナーが開催され、渡辺職業奉仕委員会副委員長と桑田委員と

共に参加して参りました。前橋ロータリークラブの本田博己氏の講演がありました。2020年東京オ

リンピック開催の年、東京ロータリークラブが 100周年を迎えます。それは日本のロータリーが 100

周年という大きな節目の年となります。「日本のロータリー100周年委員会」が設立され、準備活動

が進められています。「職業奉仕」を「奉仕の理念」に置き換えて考えるとした提案がなされました。

自分の職業上のスキルを生かした奉仕活動は、立派な職業奉仕であり、ロータリアンの高い資質を

もった倫理観のある高潔な心で奉仕の理念を進めていただきたい。例えば、東日本大震災の時、多

くのロータリアンが支援活動をした事は、立派な奉仕の理念であります。地域社会のリーダーや自

分の専門的な事業を奉仕活動に於いて平等かつ均等に取り計らって行くことが重要であるとのお話

でした。 

 先日、免許証の更新に行きました。各検査が終わった後に、窓口の方が絆創膏を差し出しました。

自分では気づかなかったのですが、乾燥により親指の先が割れ、血が出ていました。今日も大分空

気が乾燥していますので、皆様お体には十分お気を付けください。 

 

 

ポール・ハリス・フェロー表彰 

村田宏明会員 3回目 

菊池 功会員 2回目・田中正夫会員 2回目 

関口 隆会員 1回目 

藤島 拓会員 初回・青木克浩会員 初回 

 

 

 

 ロータリー財団表彰 

 

 

 

 

 会長挨拶     安齋 誠一 会長 

 

 

 

 

 司 会      田島 久夫 S.A.A 

 

 

 

 

1月 第 2例会        

2017年 1月 18日(水)     会員数 50名 出席 24名 

tel:028-635-5511
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米山功労者 マルチプル 

平澤照隆会員 5回目 

塩田 潔会員 4回目・村田宏明会員 4回目 

坂本昭一会員 2回目 

青木克浩会員 1回目 

 

 

 

地区 資金推進小委員会 委員長 喜内敏夫会員 

 

 

§入会記念 荒井健次会員・藤井康夫会員・中野智之会員・山本敬三会員 

角田充由会員・渡辺浩美会員 

  §会員誕生 荒井健次会員・安齊誠一会員・仲田俊夫会員 

荻原英美会員・山本幹夫会員・黒崎丈博会員 

  §夫人誕生 菅野孝祠会員・田口久雄会員・青木克浩会員 

中野智之会員・磯貝 太会員・桑田豊豪会員 

  §結婚記念 山本幹夫会員 

  §創立記念 平澤照隆会員 宗教法人 金剛定寺 ・ 喜内敏夫会員 芙蓉地質(株) 

        小塚照夫会員 小塚歯科医院 ・ 田島久夫会員 (株)ホテルニューイタヤ 

        青木克浩会員 (株)石太郎 ・ 中野智之会員 (株)ネオクリエイト 

        川又俊治会員 (株)メタルワーカー・エスイーエ― 

 

 

§1月のロータリーレート 1ドル＝116円 

§米山功労クラブ感謝状が届いております。 (回覧) 

 

 

§安齊誠一会長 会員会社 PR楽しみにしております。 

§藤島 拓次年度幹事 昨日の卑賤理事会、お疲れ様でした。今後ともよろしくお願い致します。 

§田島久夫会員 体調不良により、新年会を欠席しました。改めまして、本年もどうぞよろしくお

願い致します。完全回復まではまだ時間がかかりそうです。ご迷惑をおかけしま

すがよろしくお願い致します。 

§仲田俊夫会員 寒さも本格的になって来ました。寒さに負けないようにロータリー活動を！ 

 スマイル BOX委員会報告   青木克浩 委員 

 

 

 

 

 幹事報告       関口 隆 幹事 

 

 

 

 

 1月のお祝い事 

 

 

 

 

 委嘱状 

 

 

 

 

 米山記念奨学会表彰 
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§喜内敏夫会員 当社、芙蓉地質(株)は 1月 24日で 40年となります。今後ともよろしくお願い致し

ます。 

§田口久雄会員 1月 14日、妻の誕生日には素敵なお花を届けていただきました。大変ありがとう

ございました。 

§川又俊治会員 1人クラブに入会候補者があります。よろしくお願い致します。 

 

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 7,000円 

 

 IM実行委員会報告   小塚 照夫 実行委員長 

 

 §2月 22日(水)IMを開催致します。組織図をレターボックスに配布致しました。 

 §1月 28日(土)ホテルニューイタヤ地下会議室に於いて委員長会議を開催致します。 

 §2月 1日(水)の例会はクラブフォーラムとして IMについての事前打ち合わせを開催致します。 

 皆様のご協力をよろしくお願い致します。 

 

 創立 35周年記念実行委員会報告  喜内 敏夫 実行幹事 

 

 §4月 15日(土)開催に向けて、本日 6：30より、第 8回実行委員会を開催致します。 

 

 インターアクト委員会報告  磯貝 太 委員長 

 

 §2月 4日(土)宇都宮南高校南風倶楽部との合同清掃奉仕活動のお知らせをいたしました。出欠のお 

返事をお願い致します。 

 

 会員卓話 会員による自社 PR 

 

 山本 敬三 会員 (株)プロ保険サービス 代表取締役 

 

  当社の「経営理念」は、保険業務を通じ地域社会における 

“暮らしと企業を守る”ことです。それは、“暮らしと企業”の 

「生命と財産のリスク」を的確 且つ迅速に把握し、そしてそれ 

らをリスクマネージメントし、ベストな商品による保険化を図る 

ことにより、いろいろな災難・災害から地域の人々を“守る”ことであります。 

またその一方、保険のみにとらわれず如何なる分野においても総合コンサルティングの精神をもち、

“どんなことにもお役に立てる”親切な会社でなければなりません。 

1． ご契約者と保険会社との「架け橋」となること 

2． 「もしもの時に」優しく、丁寧にお客様をバックアップすること 

3． 「何事にも即対応すること」 

これらを 3つの基本姿勢としてスタッフ全員が真摯に心がけて参ります。創業 40周年を今年 9月に迎

える弊社は、めざせ「一流のプロ保険代理店」がみんなの合言葉です。 

ホームページ http://www.prohoken.jp/ 
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 喜内 敏夫 会員 芙蓉地質(株)代表取締役 

 

 経営理念 

「ともに生き ともに栄える」  

正確にして有用な「地盤情報」を提供して、安全で快適な社会の 

建設に貢献する。よりよい職場環境を創造して、個人と組織のも 

つ目標を実現する。  

自社の行動範囲 

（1）すべては熱意と挑戦から始まる。 

（2）何事にも誠意をもって当ろう。 

（3）今・ここに集中し、あきらめない。そこから創意が出てくる。  

事業コンセプト 

私たち人間は地球の所有者ではなく保管者として、次世代により良い環境の地球を継承して行く責

任がある。  

事業領域 

「地盤メディカル業」（問診をし、診察をして治療する。）  

地盤調査事業とは？ 

地盤調査事業とは、建物などの構造物を立てる際に、 

前もって地盤の強度や性質を把握することを目的として地盤を 

調査する事業のことです。 調査を行うことによって、地盤強 

度などの詳細な情報を提供することができるので、その情報 

をもとに建設計画を行い、構造物が立てられることになります。  

具体的には、ボーリングマシンにより地中に円筒状の穴を掘り、 

地中の土を採取します。その採取された土をもとに、専門スタ 

ッフが地盤の性質や状態を分析し、建設計画に必要な地盤情報を提供いたします。 

ホームページ http://www.fuyo-geo.co.jp/index.html 

 

 

 岩本 一男 会員 岩本歯科医院 院長 

 

歯科医療の基礎は「噛み合せ」にあり 

歯磨きなどのケア不足や細菌の増殖が、お口の病気の原因に 

なることは確かです。しかし、根本的な原因は意外と知られ 

ていません。その原因とは、「噛み合わせ」の乱れ。宇都宮市 

の岩本歯科医院では、すべての歯科治療の基礎は「噛み合わせ 

を直す」ことにあると考えています。 

噛み合わせの小さなズレから歯に汚れや細菌が溜まり、虫歯や歯周病を招き、さまざまな症状につ

ながっていきます。当院に来院いただく患者様は、虫歯治療などで歯を削ってからお口に問題が生

じた方が大部分。当院では、削ったり、抜いたりする治療はほとんど行いません。そのため歯にか

かるダメージの少ない治療を受けられるのです。 

歯磨き不足は根本的な鯨飲ではない？ 
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一般的な虫歯治療は、「歯を削って詰める」ことがメイン。確かに削ることで虫歯に冒された部分

は取り除けますが、このときに小さな噛み合わせのズレが生まれます。これこそが、虫歯や歯周病

を再発させる原因であり、それ以外のさまざまな疾患を引き起こす引き金になるのです。 

そもそも噛み合わせが正しければ、「ものを噛む」という動作だけで虫歯の原因になるような汚れは

自然に取れます。それができていないから、虫歯や歯周病になってしまうのです。 

歯並びや噛み合わせは人それぞれ個人差があり、虫歯や歯周病にならない理想的な噛み合わせも 1

人ひとり異なります。当院では長年の経験と実績をもとに適正に判断し、患者様に合わせた治療を

行います。噛み合わせはお口だけでなく、全身の健康にも大きく影響するもの。削らず、楽に健康

なお口と身体を手に入れましょう。 

噛み合せを整えることが「治療」であり「予防」です。 

ホームページ http://www.iwamoto-dental.com/ 

 

 

  渡辺 浩美 会員 (株)足利銀行 江曽島支店 支店長 

 

  めぶきファイナンシャルグループ「第 1次グループ中期経営計画」 

資料配布の上、お話がございました。 

ホームページ http://www.ashikagabank.co.jp/ 

資料 PDF http://www.mebuki-fg.co.jp/company/pdf/policy28_30_02.pdf 

 

 出席報告      長谷川 博夫 出席委員 

 

会員数 50名   出席数 24名   欠席数 26名  出席率 54.55％  

前々回 1月 4日  訂正率 特別休会 

      

  次回例会 

 

 2017年 1月 25日(水) 外部卓話 小田島建夫 様  

宇都宮アナウンサーアカデミー主宰 

「日本語の現場」 

 


