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2021-2022 年度 第 1937 回例会 

宇都宮南ロータリークラブ会報 
会長：関口 隆 幹事：佐々木 隆 広報委員会リーダー：仲田俊夫 

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               猪瀬 龍之介 会場監督（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            黒崎 丈博 親睦家族委員長 

 

§ レ・ホン・ハ君（米山奨学生） 

 

   会長挨拶               関口 隆 会長 

    

     皆さんこんにちは。 

     今月は私の会長年度の最後の月となりました。この 6月は親睦月間です。親睦を深め年度末での退会

を防止してスムーズに次年度に引き継ぎを行う月です。そしてロータリーの基本である出席をしていた

だくことで親睦になり、様々な奉仕活動へとつながります。 

     年度末で、各委員会会議等々ありますので、より深く親睦を高めてください。 

       

   幹事報告               佐々木 隆 幹事 

    

§ 財団・米山の寄付をお願い致します。 

§ RLI研修会が 5月 30日 31日に開催されました。6月 9日(木)・10日(金)part3を開催致します。 

§ 6月 7日(火)クラブ新旧委員長会議を開催致します。 

§ IAC清掃活動について 

 

   米山記念奨学会委員会報告       坂本 昭一 委員長 

    

   § 米山奨学生 レ・ホン・ハ君に奨学金の支給がございました。 

 

 

    

6 月 第 1 例会          

2022 年 6 月 1 日(水)      会員数 54名 出席 27 名 

名 
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   皆出席表彰                

    

    村上 芳弘会員 1986 年 5 月以来満 36 ヵ年  

     

若月 章男会員 2008 年 5 月以来満 14 ヵ年 

 

 

 

 

   お祝い事                

    

   5 月 

§入会記念 村上芳弘会員・村田宏明会員・青木克浩会員・小保方明美会員 

§会員誕生 村上芳弘会員・長谷川博夫会員・小松和美会員・竹田佳生会員 

§夫人誕生 川又俊治会員・川辺康子会員・小松和美会員 

§創立記念 坂井俊司会員（有）春日屋商店 ・ 磯貝太会員 ウィズテック(株) 

§結婚記念 村田宏明会員・若月章男会員・酒澤伸二会員・物井栄三郎会員 

 

   6 月 

   入会記念  藤島 拓会員・菊地 功会員・嶋田辰雄会員・猪瀬龍之介会員・大島久美子会員 

         川辺康子会員 

   会員誕生  関 享一会員・磯貝 太会員・関 昌也会員・北山ますみ会員 

   夫人誕生  小塚照夫会員・塩田 潔会員・嶋田辰雄会員・酒澤伸二会員 

   創立記念  藤井康夫会員(株)藤井鋼業 ・岩本一男会員 岩本歯科医院 

   結婚記念  鈴木秀明会員・関 享一会員・磯貝 太会員・竹田佳生会員 

 

   インターアクト委員会報告       磯貝 太 委員長 

    

   § 8月 18日(土)愛パーク清掃活動を行います。南風俱楽部 19名参加、皆様のご参加をよろしくお願い 

します。（FAX案内） 

 

   スマイルボックス委員会報告      青木 克浩 委員長 

 

§平澤照隆副会長 本日の卓話酒澤さんよろしくお願いします。 

§佐々木隆幹事  本日の卓話酒澤さんよろしくお願いします。 

§村上芳弘会員  関口年度も残り 1ヶ月、「終わり良ければ総て良し」残り 1ヶ月頑張りましょう。 

§若月章男会員  酒澤さん本日の卓話よろしくお願いします。 

§仲田俊夫会員  酒澤会員の卓話楽しみにしています！ 

§若林博純会員  酒澤会員、何年も続けてソーシャルメディア委員長ご苦労様です。これからもよろし

くお願いします。 
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§猪瀬龍之介会員 本日は酒澤さん卓話よろしくお願い致します。関口年度の最終月となりました。この

1ヶ月しっかりと S.A.Aを務めたいと思います。 

§中野智之会員  一昨日、昨日とクラブ RLIに参加しました。有意義な活動に参加できたと感じていま

す。また、二日連続二日酔いです。 

§川辺康子会員  先日の研修、お疲れ様でした。スマイル・米山奨学金の意味をしっかり勉強できまし

た。本日寄付させていただきます。 

§塩田 潔会員  先日の野球練習で、笠原さんの介護に参加したつもりが、古傷の肩と上腕部の肉離れ

を起こしてしまい、野球生命を絶たれました。トライアウトに挑戦し、再びレギュラ

ーを目指そうとしたのですが残念です。長谷川君しばらくレギュラーは安泰ですよ！

これからは応援団に徹します。 

§高久和男会員  スペシャルオリンピックスで 7 月 2 日第 2 トーヨーボウルにて知的障がい者と一緒

にボーリング致します。奮ってご参加ください。 

§藤井康夫会員  スマイルします。 

§中野智之会員  お預かりしていました市内 10 クラブ親睦ゴルフ大会団体の優勝賞金をスマイルしま

す。 

§小保方明美会員 最近の気温の上下には中々ついて行けません。もうすぐ嫌な梅雨も待っています。せ

めて気持ちだけは明るく行こうと思っています。皆様お体大切になさってください。 

§竹田佳生会員  本日もよろしくお願いします。 

§青木克浩会員  今日も元気にスマイルします。 

 

      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   16 名 金額  30,000 円  

 

   会員卓話 

 

   酒澤 伸二 会員 ソーシャルメディア委員長 

 

   クラブホームページの解説がございました。 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出席報告    嶋田 辰雄 委員長 

 

 会員数   54名  前々回 5月 18日 

出席数   27名   訂正率  

欠席数    27名      100％ 

出席率  64.29％    

 

例会予定  

 

第 1938 回  6 月 8 日(水) 

理事会及び新入会員卓話 

関口隆会長・谷津英之会員 
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    プログラム     

 

日付 時間 プログラム 例会場 

第 1939 回 

6 月 15 日(水) 
12：30～13：30 

クラブアッセンブリー 

本年度委員会事業報告 
ホテルニューイタヤ 

第 1940 回 

6 月 22 日(水) 
12：30～13：30 

クラブアッセンブリー 

本年度委員会事業報告 
ホテルニューイタヤ 

第 1941 回 

6 月 29 日(水) 
12：30～13：30 

最終例会 

夜間例会 
ホテルニューイタヤ 

 


