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2022-2023 年度 第 1958 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             猪瀬 龍之介 委員長 

    

§ 平出宣幸 様（第 2550地区ロータリー米山記念奨学会学友委員会 委員・宇都宮 RC・卓話者） 

§ 加藤紀夫 様・荻原克則 様・山本雅之 様・林 公則 様（宇都宮陽北 RC・創立 25周年キャラバン） 

§ 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。 

本日は陽北ロータリーより 4 名のキャラバン隊がお越しです。創立 25 周年とのことで、お祝い申し

上げます。この後、登壇頂きご案内をお願い致します。 

先月 29 日、規定審議会の研修セミナーに参加してまいりました。国際ロータリーと日本ロータリー

の考えの違いが明確になったように思います。人種の違い、文化の違いは如何ともし難く、日本の理事

も意見を否決されるのが多いように思われました。 

本日の招待卓話は米山記念奨学会 学友委員であられる平出宜幸様です。宇都宮ロータリークラブ所

属で有りまして、「米山奨学生について」お話し頂きます。それでは平出様、よろしくお願い致します。 

 

    幹事報告                青木 克浩 幹事 

    

§ 仲田ガバナー補佐の随行者のご協力をお願い致します。 

 

    宇都宮陽北ロータリークラブ キャラバン 

    

§ 宇都宮陽北ロータリークラブより、創立 25周年記念事業キャラバン訪問がございました。 
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    11 月のお祝い事           猪瀬 龍之介 親睦・家族委員長 

    

§ 入会記念 齋藤芳哲会員 

§ 会員誕生 藤井康夫会員 

§ 婦人誕生 笠原正人会員・関 享一会員・若林博純会員・藤島 拓会員・齋藤芳哲会員 

谷津英之会員 

§ 結婚記念 田中正夫会員・若林博純会員・中野智之会員・猪瀬龍之介会員・高橋健一会員 

§ 創立記念 金田秀壽会員 (株)ニッカネ ・仲田俊夫会員 仲田総業(株) 

       関 享一会員 (株)関電気 ・若月章男会員 鈴運メンテック(株) 

          高橋健一会員 (株)日本旅行 

 

    米山記念奨学会委員会報告      平澤照隆会長 

 

   § 米山奨学生レ・ホン・ハ君に奨学金の支給がございました。 

 

    ロータリー基金委員会報告       横尾 憲一 委員長 

 

   § 10月末までの累計 ロータリー財団寄付 205,000円 米山 245,000円 

   § 米山功労者 市原久典会員・金田秀壽会員・小塚照夫会員・坂井俊二会員・田中正夫会員 

     

    インターアクト委員会報告      磯貝 太 委員長 

 

   § 10月 30日(日)ろまんちっく村に於いて、星の家バザーを開催致しました。3年振りということで皆様 

からの大量のお品物が大盛況となり完売致しました。宇都宮南高校 3名と石川先生のご参加もあり、 

星の家からも大変感謝されました。皆様のご協力に感謝致します。 

 

    スマイルボックス委員会報告      嶋田 辰雄 委員長 

 

§第 2550地区ロータリー米山記念奨学会 学友委員 平出宣幸様 

         本日は卓話の機会をいただき、ありがとうございました。引き続き米山記念事業への

ご協力の程、よろしくお願い致します。 

§宇都宮陽北ロータリークラブ キャラバン 

         宇都宮陽北ロータリークラブです。創立 25周年記念事業のご紹介にお伺いしました。

よろしくお願い致します。 

§平澤照隆会長  本日は陽北ロータリークラブより、4 名のキャラバン隊がお見えです。創立 25 周年

との事でおめでとうございます。本日の卓話は米山学友委員の平出様です。宇都宮ロ

ータリークラブ所属です。よろしくお願い致します。 

§若林博純副会長 昨日は高崎ロータリークラブとのゴルフコンペご苦労様でした。優勝は中野ゴルフ部

長で、トータル 4勝 2敗となりました。 

§青木克浩幹事  本日は快晴でさわやかな日となりましたのでスマイルします。 
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§仲田俊夫会員  11 月 10 日(木)19 時より、宇都宮陽南ロータリークラブにガバナー補佐訪問します。

大島さんが一緒に行ってくれます。他に行っていただける方はよろしくお願いします。 

§藤島 拓会員  平出様、米山の卓話ありがとうございます。 

§磯貝 太会員  10 月 30 日ろまんちっく村にて星の家バザー、皆様ご協力ありがとうございました。

宇都宮南高校インターアクトクラブ 3名と石川先生参加、久しぶりの活動に生徒たち

も喜び、星の家担当者からも感謝されました。 

§塚田典功会員  星の家のボランティアご苦労様でした。 

§中野智之会員  高崎ロータリークラブとの合同近衛親睦会、会費の余剰金です。 

§川又俊二会員  友好クラブ高崎ロータリークラブとのゴルフお疲れ様でした。初めて参加でしたが楽

しかったです。人生で 2番目のスコアが出て個人的にも楽しかったです。 

§黒崎丈博会員  昨日、仲田様、平澤様、青木様、会長幹事会お疲れ様でした。高崎ロータリークラブ

との親睦ゴルフお疲れ様でした。中野様優勝おめでとうございます。先日、カラオケ

勝負で点数最下位の方からスマイルをいただきました。田中さん 1,000円長谷川さん

2,000円嶋田さん 3,000円 嶋田さん練習しましょう！ 

§川辺康子会員  高崎ロータリークラブとの友好クラブの二次会から参加させていただきました。次回

ゴルフから参加できればと思います。皆様お疲れ様でした。 

§笠原正人会員  栃木県・芸術祭・写真部門で入選しました。一昨年、奈良旅行の際、写した写真です。 

§鈴木秀明会員  本日、5回目のワクチン接種をして来ました。 

§塩田 潔会員  いい天気ですね！今日も元気に頑張ります！ 

§関 享一会員  菊薫る季節となりました。残り 2か月頑張って行きましょう。 

§田中正夫会員  明日で結婚してから 38年です。仲良しです。 

§竹田佳生会員  本日もスマイルで頑張ります！ 

§嶋田辰雄会員  野球部より、市内ナイターリーグは不戦勝 1試合を含め、4勝 0敗という結果になり

ました。応援ありがとうございました。 

目的指定スマイル 10,000円 平澤照隆会長 インターアクトクラブに。 

         10,000円 村上芳弘会員 インターアクトクラブへの特別にスマイルします。 

         20,000 円 中野智之会員 子ども食堂、高崎ロータリークラブとの合同コンペ優勝

賞金の一部。 

          

      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   24 名 金額  79,000 円  

 

   招待卓話 

    

    第 2550 地区 ロータリー米山学友委員 平出宜幸 様 

 

※ パワーポイントにより、米山学友会活動内容及び解説がございました。 
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    プログラム     

 

 

日 付 時 間 プログラム 例会場 

第 1960 回 

11 月 16 日(水) 
12：30～13：30 

会員卓話 

佐々木 隆 会員 

「インボイスについて」 

ホテルニューイタヤ 

11 月 23 日(水)  法定休日  

第 1961 回 

11 月 30 日(水) 
12：30～13：30 

会員卓話 

藤島 拓 会員 

「インターアクト(仮)について」 

ホテルニューイタヤ 

 

出席報告     塩田 潔 委員 

 

     会員数   55 名   

出席数   30 名    

欠席数    25 名    

   

 

例会予定  

第 1959 回  11 月 9 日(水) 

招待卓話 

一般社団法人とちぎニュービジネス協議会 

会長 林 書緯 様(リン・スーウェイ) 

「ニュービジネス協議会全国大会について」 


