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2022-2023 年度 第 1946 回例会 

宇都宮南ロータリークラブ会報 
会長：平澤照隆 幹事：青木克浩 広報委員会リーダー：若月章男 

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               関口 隆 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            竹田 佳生 委員 

    

§ 熊本泰久 様（宇都宮陽北 RC会長） 

§ 大野孝史 様（うつのみや花火大会 会長） 

§ 渡辺和樹 様（株式会社日本環境） 

§ レ・ホン・ハ君（米山奨学生） 

 

    会長挨拶                平澤 照隆 会長 

    

     皆様、こんにちは。 

本日はお盆が間近ですので、お盆について一言お話しいたします。お盆とはご先祖との語らいの日で

す。13日を迎え盆ともうしまして、お墓参りをしてご先祖に自宅にお帰り頂く日です。必ず盆提灯をお

持ちください。お墓でローソクの火を盆提灯に移して自宅にお連れするのです。盆提灯の火をお仏壇の

ローソク、盆棚（精霊棚）を飾っているお宅では盆棚のローソクにうつすのです。ローソクの火にご先

祖が宿ってお帰りになるわけです。盆棚の飾り方は先ず四方に笹竹をたて、しめ縄で結びます。しめ縄

に素麺、昆布、ほうずきを吊します。盆棚にはまこもをひいてその上にお位牌・りん・香炉・ローソク・

生花・足を付けたキュウリ、ナス・水の子・ミソハギ・果物・故人の好物等をお飾りし、１６日の送り

盆まで接待するわけです。16日の夕方、盆提灯に火をともしてお墓にお帰り頂くわけです。以上簡単に

述べさせて頂きました。 

本日の卓話はうつのみや花火大会会長、大野様にお越し頂きました。2 年越しの大会ですのでその思

いをお話し頂きたいと思います。それではよろしくお願いします。本日の例会が意義ある事を祈念して

挨拶といたします。 

 

   米山記念奨学会報告           

    

§ 米山奨学生 レ・ホン・ハ君に奨学金の支給がございました。       

8 月 第 1 例会          

2022 年 8 月 3 日(水)      会員数 57名 出席 34 名 

名 
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    幹事報告                青木 克浩 幹事 

    

§ 仲田俊夫ガバナー補佐訪問に際し当クラブより、随行者を新入会員の方々にお願い致します。日程等 

  の詳細は幹事までお申し出いただき、皆さま奮ってのご参加をお願い致します。 

§ 次週、8月 3日(水)例会終了後、第 2回理事役員会を開催致します。 

 

   こども食堂委員会報告          小松 和美 委員 

    

   § 7月 25日(月)15家族 41名利用でした。 

 

    スマイルボックス委員会報告      嶋田 辰雄 委員長 

 

§熊本泰久様(宇都宮陽北 RC) 

         宇都宮南ロータリークラブの皆様こんにちは。先日は野球愛好会の皆様との練習試合

において、大変お世話になりました。次回もよろしくお願い致します。 

§平澤照隆会長  本日の卓話、うつのみや花火大会会長大野さん、よろしくお願いします。 

§青木克浩幹事  本日も元気一杯スマイルします！ 

§鈴木秀明会員  スペシャルオリンピックス「よさこい」よろしくお願いします。 

§中野智之会員  8月 7日(日)宮まつりにて、スペシャルオリンピックスよさこい参加です。当クラブ

からも会長・幹事・高久会員・長谷川会員・横尾会員・佐々木会員、中野も参加しま

す。ぜひ沿道で応援よろしくお願いします。 

§田中正夫会員  花火大会を楽しみにしています。 

§若月章男会員  石川さん、大野さん卓話よろしくお願いします。 

§猪瀬龍之介会員 大野会長、厳しい状況下ではありますが、卓話よろしくお願いします。石川会員、卓

話楽しみにしております。 

§澤村彬男会員  花火大会、大野会長よろしくお願い致します！ 

§笠原正人会員  今日もモーレツ熱いです。 

§村上芳弘会員  毎日コロナの報道や実際に身近に感じる事が多くなりました。私自身も充分気を付け

ていますが、室内の空気の換気扇なども充分気を付けましょう。 

§仲田俊夫会員  コロナ患者が増えています。健康に気を付けてロータリー活動頑張りましょう！ 

§塩田 潔会員  暑くてしんどいですが、元気にスマイルします！山本監督！久しぶりに出席してくれ

て嬉しいです！次回からも頑張りましょう！ 

§山本幹夫会員  令和 4年度宇都宮市優良建設工事表彰を 2件いただきました。 

§関 享一会員  皆さまと充分に話すことができず苦慮しております。1日 1日を頑張って生活をして

いますので今後ともよろしくお願い致します。 

§坂本昭一会員  暑中お見舞い申し上げます。 

§佐々木隆会員  暑いですね。熱中症、気を付けましょう。 

§山本敬三会員  体調くずし欠席しました。元気に戻ってきました！よろしくお付き合いください。 

§小保方明美会員 この暑さ、そしてコロナ、負けずにスマイルで頑張ります。 

§大島久美子会員 暑いです。頑張ります。 
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§小松和美会員  暑い日が続きます。皆さんご自愛ください。今日も元気にスマイルします！ 

§北山ますみ会員 今日も暑いですネ。元気にスマイルします！ 

§竹田佳生会員  本日もスマイル頑張ります。 

§高橋健一会員  今日も暑いですが、元気にスマイルします。 

§嶋田辰雄会員  7月は多くのスマイルをありがとうございました。今日も引き続きよろしくお願いし

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   27 名 金額  27,000 円  

 

 

   招待卓話          

 

  うつのみや花火大会 大野 孝史 会長 

 

2007 年に復活したうつのみや花火大会も、本年で 16 年目を迎えます。今まで本当に多くの皆様方

に支えていただきました。この場をお借りして厚く御礼申し上げます。 

本年のテーマは「元気」「未来を担うこども達に夢と希望と感動を」「市民の皆様に元気を届けたい」 

「うつのみやの街を元気にしたい」私たちが、明るく元気よく活動し、一生懸命全力で花火大会を運

営する事で、輝く未来がくると信じております。 

また、夜空に広がる大輪の華を見る事で多くの方が勇気づけられ、元気になり、百年先まで続く花

火大会になる事を確信しております。 

本年も昨年に引き続きコロナ禍での活動になります。コロナ対策をしっかりと行い、安全・安心、3 

年ぶりのうつのみや花火大会開催を目指し、メンバー一同元気一杯に活動して参ります。引き続き温

かいご支援・ご協力の程、何卒よろしくお願い致します。 

 

これまでのうつのみや花火大会 

宇都宮市の花火大会は、1984年に『祝’84 とちぎ博きぬ川大花火大会』として初めて開催されまし

た。当時は地元企業が主催・協賛をしていましたが、2003年に起きた地元経済の冷え込みから翌年か

らの開催はやむなく中止となりました。  

ボランティアの有志により復活 

そして中止から 4年目の 2007年。「もう一度宇都宮の夜空に花火を上げたい」と集まった有志が実

行委員会を結成し、ボランティア運営による異例の復活を遂げました。 

たった数人から始まった委員会でしたが、次第に人数は増え活動が活発になり、その年の本番には 50

人もの有志が集まりました。 

2012年には「この花火大会が途切れることなく百年先も続くように」と花火大会としては初の特定

非営利活動法人「NPO法人うつのみや百年花火」を立ち上げました。こども達の笑顔のために、この

花火を見てくれるすべての人にボランティア運営として改めてスタートしたうつのみや花火大会でし

たが、これまで 16年間には様々な困難がありました。 

2008年は「ゲリラ豪雨」による大会順延、翌年の開催に大きな影を落としたリーマンショック、そ

して 2011年の東日本大震災。それでも「この花火を見てくれるこども達の笑顔のために、この花火を
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見てくれるすべての人に。」私達メンバーはその想いで前向きに挫ける事なく、毎年開催し続けまし

た。 

復活から 16年そして 100年先まで 

皆様の温かいご支援・ご協力のお陰で、ボランティア運営のうつのみや花火大会は今年度で 16周年

を迎えます。こども達の笑顔の為に、うつのみや花火大会が 100年続くようにご支援・ご協力よろし

くお願いいたします。 

 

   会員卓話          

 

石川 将之 会員 株式会社 日本環境 代表 

 

   卓話者の都合により、後日掲載致します。 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    プログラム     

 

 

日付 時間 プログラム 例会場 

8 月 17 日(水)  特別休会  

第 1948 回 

8 月 24 日(水) 
12：30～13：30 

クラブアッセンブリー④ 

第 2550 地区 第 3 グループ B 

ガバナー補佐訪問 

ガバナー補佐 仲田俊夫 様 

ホテルニューイタヤ 

第 1949 回 

8 月 31 日(水) 
12：30～13：30 

米山奨学生 卓話 

レ・ホン・ハ君 
ホテルニューイタヤ 

 

出席報告    仲田 俊夫 副委員長 

 

     会員数   57 名   

出席数   34 名    

欠席数    23 名    

   

 

例会予定  

8 月 10日(水)振替休会(8月 13日納涼会） 

第 1947 回  8 月 13 日(土) 

移動例会 

納涼家族会 うつのみや花火大会 


