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2022-2023 年度 第 1968 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「それでこそロータリー」   

 

    ビジター紹介             猪瀬 龍之介 親睦委員長 

    

§ 加藤和洋 様（株式会社 新和 代表取締役・卓話者） 

 

    会長挨拶                平澤 照隆 会長 

    

     皆様、こんにちは。 

今日は大変寒い日になりました。大雪の予報も出ているのですが、宇都宮は心配ないかと思います。 

来週の 2月 3日は節分という事で、節分についてお話ししたいと思います。節分は「2月 3日」と覚

えている方も多いかもしれませんが、実は節分は必ずしも 2 月 3 日とは限りません。節分は、「立春」

「立夏」「立秋」「立冬」と 4つある季節の変わり目のうち、「立春」の前日にあたる日です。 

そして立春は、地球と太陽の位置関係によって決められ、だいたい毎年 2月 4日頃に訪れるため、節

分はその前日である 2月 3日頃になるのです。 

それでは、昨年も立春は 2 月 4日で節分は 2 月 3 日でした。本年 2023 年の立春も同じく 2月 4 日で

節分は 2月 3日です。ちなみに、一昨年の立春は 2月 3日で、節分は 2月 2日でした。 

節分は「立春」の前日にあたりますが、立春は暦の上で春が始まる季節のこと。つまり、節分は冬の

終わりの日で、翌日から新しい季節が始まる区切りの日となるわけです。 

そのため、邪気や悪いものを落として、新しい年に幸運を呼び込むことを目的に、節分という行事が

日本各地で行われてきたのです。 

それでは、節分が始まったのはいつからでしょう 

節分では豆をまいて厄を払いますが、この豆まきが行われるようになったのは、室町時代頃と言われ

ています。当事は豆ではなくお米をまいたとされており、病気などの厄災を追い払っていて、その習慣

が現代でも続いています。 

節分に豆まきを行うのは、季節の区切りとなる節分の日にその年の厄を払い、節分の翌日から始まる

新しい年に福を呼びこむためなのです。豆まきに「豆」が使われるのには、「魔物を滅ぼす＝魔滅（ま

1 月 第 3 例会          

2023 年 1 月 25 日(水)      会員数 54名 出席 31 名 

名 



utsunomiya south rotary club 

 

 

 

 

 

 

 

 

め）」に通じているとも言われています。節分の豆まきで使われる豆は「福豆」と呼ばれ、炒った豆が使

われます。豆まきを行った後に拾い忘れた豆があっても、そこから芽が出ないようにする意味があると

されています。さらに豆まきを終えた後は、まいた豆を拾って、自分の年齢の数より 1個多く食べると

厄除けになると言われています。 

 

    幹事報告                青木 克浩 幹事 

    

§ 2月 1日(水)市長例会、2月 15日(水)知事例会となりますので、出欠確認のご提出をお願い致します。 

   § 2月 8日(水)は IMの振替休会となります。 

   § ロータリー財団寄付に対する確定申告用の領収書が届いております。(レターボックス配布) 

   § 2月 1日(水)例会終了後、理事役員会を開催致します。 

 

    皆出席表彰 

    

      

 

坂本昭一 会員 

     2007 年 1 月より満 16 ヵ年  

 

 

 

 

    米山記念奨学会委員会報告       

    

米山功労クラブ 37回 

米山功労者表彰 

マルチプル米山功労者 第 7回 金田秀壽会員・田中正夫会員 

マルチプル米山功労者 第 3回 市原久典会員 

マルチプル米山功労者 第 2回 小塚照夫会員・坂井俊司会員 

米山功労者 第 1回 長谷川博夫会員 

 

    地区委員 委嘱状 

    

2023-2024年度 地区委員委嘱状 

 

長谷川博夫会員 RYLA委員長         田中正夫会員 職業奉仕委員長 

磯貝  太会員 インターアクト委員長   中野智之会員 青少年奉仕副委員長 

横尾憲一会員 インターアクト委員    五十畑 嘉会員 RYLA委員 

関口  隆会員 RLI DL委員・ロータリー情報委員 
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     雑誌資料委員会報告         田中 正夫 委員長 

    

ロータリーの友 1月号 記事紹介 

 

・横書き P3 ロータリーの友発刊 70周年 

     P11 私のプライド、その仕事 

     P30 バックナンバーでたどる「友」70周年 

・縦書き P13 卓話の泉 事業継承としての M＆A 

 

 

 

    スマイルボックス委員会報告      川辺 康子 委員 

 

§平澤照隆会長  本日の卓話、加藤様よろしくお願い致します。 

§若林博純副会長 寒いです。 

§青木克浩幹事  本日の卓話者、加藤様、入会を目的に来ていただいており、今後ともよろしくお願い

致します。 

§仲田俊夫会員  加藤様、卓話ご苦労様です。 

§小松和美会員  加藤様、卓話よろしくお願い致します。 

§横尾憲一会員  本日からポリオ寄付、始まりました。よろしくお願い致します。 

§笠原正人会員  今日は寒いです。「としより」には身にしみます。先週日曜日に日光霧降方面に写真

撮りに行って来ました。積雪ゼロです。 

§村上芳弘会員  寒波で大変ですが体に気を付けましょうね。 

§若月章男会員  寒いですねー！10年ぶりの寒波、高齢者にはこたえます。 

§田中正夫会員  先日、喜界島、奄美大島、与論島に行って来ました。 

§鈴木秀明会員  最近、糖尿病の数値が悪化しました。正月に飲み食いし過ぎたかも。 

§関 享一会員  お正月も過ぎ、あっという間に 1ヶ月が過ぎようとしています。先日、大先輩の田村

様のご逝去の連絡を受け驚きました。ご冥福をお祈り致します。 

§市原久典会員  今日は寒いですね～。元気にスマイルします。 

§磯貝 太会員  趣味で飼い始めたメダカが外で寒くかわいそうです。春に卵を産み、夏には販売でき

るよう改良メダカにはまっています。 

§高橋健一会員  今日は寒いですが、負けずにスマイルします！ 

§北山ますみ会員 今日は寒いですね。元気にスマイルします。 

§塚田典功会員  今日は寒いですね。元気にスマイルします。 

§小保方明美会員 先程は、風花が舞っていました。今、全国各地が寒波に見舞われています。幸いに栃

木県は、天災が少なく有難く思っております。大変な事態に遭われている皆様方にお

見舞い申し上げます。 

§川辺康子会員  今日の卓話、加藤様よろしくお願い致します。 

 

    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   19 名 金額  19,000 円  



utsunomiya south rotary club 

 

 

 

 

    招待卓話 

    

     加藤 和洋 様  株式会社 新和 代表取締役 

 

「看板について」 

弊社は屋外広告に関するプロモーションをワンストップでご提供し、地域の店舗様や企業様の強い

お力になることを目指しております。その為にも、日々クオリティの向上に社員一同努めております。 

 お客様に満足して頂くこと。お客様にご紹介を頂くこと。弊社の仕事を認めて頂けたその時こそや

りがいであり、成長だと思い感謝しております。「人と人との繋がり」を一番に考え、お客様に感謝

し、感謝される企業になり、地域社会の更なる発展に貢献できる企業を目指して参ります。 

・総合看板製作・施工・ 大型 LEDビジョン製作・施工・ デジタルサイネージ・UVプリント 

インクジェットプリント・ カルプ文字製作・ レーザー彫刻加工・ 各種切り文字製作 

     ＊業務内容及び許可申請等々のお話がございました。 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    プログラム     

 

日付 時間 プログラム 例会場 

2 月 8 日(水)  2 月 9 日(木)IM 振替休会  

第 1970 回 

2 月 9 日(木) 
15：30～20：30 

第 3 グループ A・B 

インターシティミーティング 
ホテルニューイタヤ 

第 1971 回 

2 月 15 日(水) 
12：30～13：30 

陽南 RC 合同例会 

招待卓話 

栃木県知事 福田富一氏 

ホテルニューイタヤ 

第 1972 回 

2 月 22 日(水) 
12：30～13：30 

招待卓話 

鈴木 豪 氏  

(株)デルタ代表取締  

クローバー整骨院 院長 

ホテルニューイタヤ 

 

出席報告   仲田 俊夫 副委員長 

 

     会員数   54 名   

出席数   31 名    

欠席数    23 名    

   

 

例会予定  

 

第 1969 回  2 月 1 日(水) 

陽南 RC 合同例会 

招待卓話 

宇都宮市長 佐藤栄一氏 


