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2022-2023 年度 第 1951 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               佐々木 隆 会場監督（S.A.A） 

 

§ ロータリーソング「我等の生業」   

 

    会長挨拶                平澤 照隆 会長 

    

     皆様、こんにちは。 

皆様、ご承知の通り、岩本会員がさる 9月 8日、67歳の生涯を閉じられました。ここに、岩本会員の

ご冥福を祈って黙祷を捧げたいと思います。―黙祷― 

岩本会員におかれましては、ライン等にて多くの会員よりお悔やみの言葉が寄せられておりました。

会にとりましても大変、大切な貴重な人材をうしなった事であり、残念でなりません。 

私ごとですが、コロナが流行る前、何度か奥様の講演会に参加させて頂きました。奥様に対する気遣

いが大変細やかであったと思いました。会員共々、岩本様のご冥福を祈りたいと思います。 

本日の卓話は新人会員の菊地会員と齋藤会員のお二方です。よろしくお願いします。 

 

 

    訃報 

    

     岩本 一男 会員  

 

岩本歯科医院 院長 

 

物故年月日 2022年 9 月 8日 享年 67歳  

入会年月日 2011年 2 月 9日 

       

推薦者 金田秀壽会員 

 

 

 

9 月 第 2 例会          

2022 年 9 月 14 日(日)      会員数 55名 出席 35 名 

名 
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    幹事報告                青木 克浩 幹事 

    

§ 2022-2023年度第 1回会長幹事会報告 

§ 例会終了後、理事役員会を開催致します。 

 

    9 月のお祝い事 

    

入会記念 市原久典会員・大島スミ子会員 

    会員誕生 笠原正人会員・田村一夫会員・五十畑 嘉会員 

    婦人誕生 鈴木秀明会員・田中正夫会員・若月章男会員 

山本幹夫会員・岩本一男会員・高橋健一会員 

竹田佳生会員 

    創立記念 鈴木秀明会員（株)鈴和  

山本幹夫会員 宇都宮ヤマイチ(株) 

        角田充由会員 社会福祉法人 南都会 

   結婚記念 青木克浩会員・横尾憲一会員・齋藤芳哲会員 

 

   ロータリーの友・資料委員会報告    田中 正夫 委員長 

    

§ ロータリーの友 9月号記事紹介がございました。 

 

    スマイルボックス委員会報告      高橋 健一 委員 

 

§平澤照隆会長  本日の卓話、新入会員卓話、菊池会員、齋藤会員よろしくお願いします。 

§青木克浩幹事  残暑が残りますが、暑さ寒さも彼岸まで、あと 1週間頑張りましょう！ 

§菊地よし子会員 今日は卓話とは知らずびっくりしています。でも頑張ります。 

§坂本昭一会員  新入会員の卓話、菊池様、齋藤様にスマイルします。 

§佐々木隆会員  菊池様、齋藤様、本日の卓話、楽しみにしております。よろしくお願い致します。 

§嶋田辰雄会員  本日も卓話、楽しみにしています。 

§村田宏明会員  8月の妻の誕生日にはきれいな花をありがとうございました。久し振りの例会出席で

す。 

§鈴木秀明会員  家内に素敵な蘭をありがとうございます。 

§田中正夫会員  先週の妻の誕生日にきれいなお花をありがとうございます。 

§竹田佳生会員  齋藤さん南 RC の皆様、妻の誕生日のお花、ありがとうございました。これでもう少

し夫婦円満でいられます！！ 

§仲田俊夫会員  残暑厳しいですが、健康第一でロータリー活動頑張りましょう！ 

§横尾憲一会員  残暑厳しい日々ですが安全運転で頑張って行きます。 

§五十畑嘉会員  残暑厳しい日が続きますが頑張って行きましょう。 

§北山ますみ会員 今日も元気にスマイルします！ 

§澤村彬男会員  本日もスマイルさせていただきます。 
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§若月章男会員  久しぶりにゴルフコンペに参加しました。成績は予想通りブービーでしたが、1日楽

しくプレーすることができました。ありがとうございました。 

§市原久典会員  先週のゴルフコンペにて、メンバーに恵まれ、お陰様で優勝することができました。

スマイルします。 

§長谷川博夫会員 もっとゴルフ上手くなりたいで～す。 

§齋藤芳哲会員  岩本先生のご冥福をお祈り致します。 

§村上芳弘会員  岩本さん本当に残念です。心よりご冥福をお祈り致します。 

         また、今日は笠原さんのお誕生日だそうです。おめでとうございます。仲間が増えて

嬉しく思います。 

§笠原正人会員  今日は八十路の入口。「老兵は死なず、ただ消えゆくのみ」ダグラス・マッカーサー 

         先日のゴルフコンペ、第 7位で賞金(大金)をいただきました。 

§若林博純副会長 笠原様 birthdayおめでとうございます。 

§高久和男会員  笠原さん 40歳おめでとう、今日の卓話、菊池さん齋藤さん期待しています。 

§田中正夫会員  尊敬する笠原さん、80歳のお誕生日おめでとうございます。 

§塚田典功会員  笠原さんお誕生日おめでとうございます。スマイルします。 

§黒崎丈博会員  笠原さんお誕生日おめでとうございます。 

§猪瀬龍之介会員 本日は、笠原会員 80 歳のお誕生日おめでとうございます。益々お元気でご活躍され

ますことを御祈念申し上げます。 

         齋藤会員菊池会員卓話、よろしくお願い致します。 

§高橋健一会員  笠原さんお誕生日おめでとうございます。明るい笑顔にいつも癒されています。 

§磯貝 太会員  笠原さん 80 歳おめでとうございます。また、笠原さんのカラオケが聞ける日を楽し

みにしています。 

         これからは金を残さず、筋肉を残してください。 

 

      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   28 名 金額  42,000 円  

 

   新入会員卓話          

 

    菊地よし子会員・齋藤芳哲会員 

 

＊ 卓話者の都合により後日掲載致します。 

     

      

 

 

 

 

 

 

 

出席報告    仲田 俊夫 委員 

 

     会員数   55 名   

出席数   35 名    

欠席数    20 名    

   

 

例会予定  

 

第 1952 回  9 月 21 日(水) 

招待卓話 

一般社団法人日本アンガーマネジメント協会 

アンガーマネジメントファシリテーター山本果奈 様 
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    プログラム     

 

 

日 付 時 間 プログラム 例会場 

第 1953 回 

9 月 28 日(水) 
12：30～13：30 

招待卓話 

野添 透 様 

「アルコール依存症について」 

ホテルニューイタヤ 

 

 

 

日 付 時 間 プログラム 例会場 

第 1954 回 

10 月 5 日(水) 
12：30～13：30 

会員卓話 

高久和男会員 

「スペシャルオリンピックスについて」 

ホテルニューイタヤ 

第 1955 回 

10 月 12 日(水) 
12：30～13：30 

招待卓話 

(株)オーリアル 代表取締役 

NPO法人アクセッシブル・ラボ 代表理事 

大塚訓平様 

ホテルニューイタヤ 

第 1956 回 

10 月 19 日(水) 
18：30～20：30 

夜間例会 

お月見会 
ホテルニューイタヤ 

第 1957 回 

10 月 26 日(水) 
12：30～13：30 

招待卓話 

第 2550 地区 ロータリー財団 

委員長 森本敬三様 

ホテルニューイタヤ 

 


