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2020-2021 年度 第 1896 回例会 

宇都宮南ロータリークラブ会報 
会長：中野智之 幹事：長谷川博夫 広報委員会リーダー：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               横尾 憲一 会場監督（S.A.A） 

 

§ ロータリーソング「四つのテスト」 

 

    ビジター紹介            齋藤 芳哲 委員 

 

§澤村彬男様（宇都宮花火大会実行委員会） 

§大野孝史様（宇都宮花火大会実行委員会） 

 

    会長の時間             中野 智之 会長 

 

  皆さんこんにちは。 

本日も本年度事業報告です。リーダー及び委員長の皆様、よろしくお願いします。 

さて、本日はうつのみや花火大会から澤村会長、大野副会長にお越しいただきました。先程、澤村会

長とお話したところ、花火大会後に宇都宮南ロータリークラブに入会するとのお言葉をいただきました。

川又会員、斉藤会員の熱心な勧誘のおかげと感謝しております。また、大野副会長におかれましては、

来年の入会を期待しております。 

 

 幹事報告               長谷川 博夫 幹事 

    

   §ガナバー主催第 25回親善野球大会開催延期のお知らせが届いております。 

   §足利わたらせロータリークラブ創立 30周年記念誌が届いております。(回覧) 

 

 次年度幹事報告            佐々木 隆 次年度幹事 

    

   §次年度 7月 7日(水)より、例会における食事の時間のご案内 

    12：10より食事の用意が整っております。順次お召し上がりください。 

    12：45点鐘 例会開会 

    13：30点鐘 例会閉会 

6 月 第 4 例会          

2021 年 6 月 23 日(水)       会員数 54 名 出席 34 名 

名 
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    うつのみや花火大会 PR 

    

   特定非営利活動法人うつのみや百年花火 会長 澤村彬男様 

 

    2003 年を最後に休止した、うつのみや花火大会が、2007 年にボランティアによる奇跡の復活を遂げて

以降、途切れることなく毎年継続出来ましたのも、そして、昨年コロナの影響により例年通りの開催が叶

わぬ状況でも「おうち花火～3 万人でチャレンジ～」という新しい形での開催が出来ましたのも、本当に

多くの地域の皆様からの温かいご支援・ご協力のおかげと心から感謝しております。この場を借りて厚く

御礼申し上げます。 

昨年は、例年通りの活動が困難な状況の中で、改めて「自分達は何の為に活動しているのか？」という

ことについて見つめ直す機会となりました。 

「おうち花火」を通じて出会った沢山のこども達の幸せそうな笑顔、生まれて初めて花火に触れたこども

達の純粋な歓喜の声、そして、コロナ禍でもこども達の思い出作りの為に一生懸命汗を流す地域の大人達

の姿。「こども達の笑顔の為に」「地域に元気をお届けする為に」その想いの尊さ・大切さに改めて気付か

された 1年でした。 

そして今年、復活から 15回目を迎える 2021年のテーマは「想い」とさせていただきました。 

「未来を担うこども達に夢と希望と感動を」うつのみや花火大会は復活したその時から、その「想い」を

大切に活動して参りました。そしてその「想い」に賛同して下さった方々の真心溢れるご支援により、こ

こまで継続することが出来ました。 

こども達の為に、地域の為に、その「想い」こそが、うつのみや花火大会を突き動かす原動力であると

確信しております。 

本年は、コロナ禍での花火大会の開催に向け、今までにない新たな挑戦も多々あるかと思いますが、コ

ロナ対策をしっかりと行いながら、これまで支えて下さった皆様、そして新たに出会う皆様との絆を大切

に、より皆様に愛される花火大会を目指し、メンバー一同、渾身の想いで活動して参りますので、引き続

きご支援・ご協力の程何卒よろしくお願い致します。 

 

2021うつのみや花火大会  主 催：特定非営利活動法人うつのみや百年花火  

日 程：2021年 8月 14日（土） 18:30～20:30（予定） 

   ※雨天決行（荒天時順延 15日 両日荒天中止） 

※状況により日程や企画内容に変更が生じる場合がございます 

場 所：宇都宮市道場宿緑地 

 

［事務局］〒320-0051 栃木県宇都宮市上戸祭町 388 

特定非営利活動法人うつのみや百年花火  

［連絡先］TEL：028-600-3980 FAX：028-600-3981   

mail：info@utsunomiya-hanabi.jp 

 

 

 

 



UTSUNOMIYA SOUTH ROTARY CLUB 

 

 

 

 

 

  スマイルボックス委員会報告      坂本 昭一 委員長 

    

§中野智之会長  本年度事業報告、よろしくお願い致します。 

§笠原正人会員  本日の下野新聞に当社の記事が載りました。カラーの紹介で、観光ドライバー研修の

記事です。タクシー観光による大谷観光をぜひご利用ください。広告を兼ねて 2,000

円スマイルします。 

§村上芳弘会員  原油の値上げと円安が止まりません。非常に苦労しています。これからもさらに値上

げになると思います。 

§若月章男会員  来週の豪華食事会に出席できませんので、中野会長、長谷川幹事、1年間コロナ禍の

中、大変ご苦労様でした。 

§仲田俊夫会員  中野年度もラス前です。頑張りましょう！ 

§平澤照隆会員  本年度事業報告にスマイルします。 

§高久和男会員  クラブアッセンブリーに！ 

§鈴木秀明会員  結婚 44年目に入ります。まだ無事続いています。 

§関 享一会員  先週と今日のクラブアッセンブリーの皆様の発表を聞き、本当に立派で頑張っている

と思いました。私は何もできなくて申し訳ないと思っております。皆様よろしくお願

い致します。これからもコロナに負けないように気を付けて行きましょう。 

§若林博純会員  来週の最終例会、楽しみにしています。 

§藤井康夫会員  梅雨空ですが、スマイルします。 

§藤島 拓会員  本日ロータリー財団委員会の実績報告を致します。中野会長の寄付目標を達成するこ

とができました。会員の皆様のご協力のおかげです。ありがとうございました。 

§青木克浩会員  元気にスマイルします。 

§齋藤芳哲会員  中野年度いよいよ終盤ですね。うつのみや花火大会、澤村会長、大野副会長、本日は

よろしくお願いします。 

§臺 容之会員  本年度の事業報告、ご苦労様です。スマイルさせていただきます。 

§横尾憲一会員  本年度、最後の司会を頑張らせていただきます。 

§猪瀬龍之介会員 6 月 21 日(月)ホテルニューイタヤより、企ブナインペリアルという日本酒をベース

とした紅茶風味のお酒(カクテル)を発売しました。その記念にスマイルさせていただ

きます。 

§坂本昭一会員  クラブアッセンブリーにスマイルします。 

 

      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   18 名 金額  24,000 円  

 

    クラブアッセンブリー  本年度事業報告 

 

   ・ロータリー財団委員会 藤島 拓 委員長   ・プログラム委員会 佐々木 隆 委員長 

   ・親 睦 家 族 委 員 会 磯貝 太 委員長   ・会員組織委員会 川又俊二 委員長 

   ・職 業 分 類 委 員 会 笠原正人 委員長   ・国際奉仕委員会 若月章男 委員長 

   ・会 計 田中正夫 委員長 
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    プログラム     

 

 

   日付 時間 プログラム 例会場 

第 1898 回 

7 月 7 日(水) 
12：30～13：30 

クラブフォーラム 

会長方針発表 関口 隆 会長 
ホテルニューイタヤ 

第 1899 回 

7 月 14 日(水) 
12：30～13：30 

クラブアッセンブリー 

本年度委員会事業計画発表 

クラブ奉仕・親睦 

ホテルニューイタヤ 

第 1900 回 

7 月 21 日(水) 
12：30～13：30 

クラブアッセンブリー 

本年度委員会事業計画発表 

広報・奉仕プロジェクト 

ロータリー基金・S.A.A・会計 

ホテルニューイタヤ 

第 1901 回 

7 月 28 日(水) 
12：30～13：30 

会員卓話 

直前会長幹事 

「一年を振り返って」 

ホテルニューイタヤ 

 

 

 

 

 

 

出席報告     嶋田 辰雄 委員 

 

 会員数   54名  前々回 6月 9日 

出席数   34名   訂正率  

欠席数    20名      72.92％ 

出席率  73.91％ 

 

例会予定 

 

第 1897 回  6 月 30 日(水) 

夜間例会 最終例会 
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     下野新聞掲載記事紹介 

 

     

   猪瀬龍之介会員（株式会社ホテルニューイタヤ取締役総支配人） 

ホテルニューイタヤ宇都宮市大通り２丁目、田嶋恭子社長は 17 日、同ホテルで、日本酒と紅茶のカクテ

ル「黄ぶなインペリアル」の発表会を開いた。 

宇都宮酒造同市柳田町、菊地正幸社長、 

ワイズティーネットワーク同市曲師町、 

根本泰昌社長と連携して作った新商品。 

21日から同ホテルのコーヒーラウンジ 

で提供する。 

ホテルニューイタヤの田嶋宏章専務によると、 

コロナ禍が続く厳しい環境の中、来年、創業 140 

周年を迎えることから同じ市内の企業と組んだ商 

品を企画した。田嶋専務は発表会で「地域貢献と 

皆さまに恩返ししたいと考案した」とあいさつした。 

 

 

   笠原正人会員（アサヒタクシー株式会社 代表取締役） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


