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点
鐘
田嶋（章）会長
司
会
副ＳＡＡ 床井会員
◇ロータリーソング「奉仕の理想」
◇本日のランチメニュー
刺身 小付 汁 御飯 ポークヒレカツサラダ
添え 香の物 デザート
会長挨拶
田嶋（章）会長
皆さん、こんにちは。先週第１回目の第３グ
ループの会長幹事会がございました。特に問題に
なっているテーマはございませんでしたが、会員
数について報告があり、第３分区では只今、東Ｒ
Ｃの３名も含めて、10 名位増えたということです。
順調な滑り出しをしていると思っております。太
城ガバナーが各地を訪問した時にもお話されてい
るので、進んでいるのだろうと思います。私ども
東ＲＣも会員増強、若手の入会につきましては皆
様のご協力を頂き、これからも進めて行きたいと
思います。どうぞ宜しくお願いいたします。

幹事報告

片嶋幹事

◇地区より 国際奉仕関係の情報提供について
ＲＩ第 3350 地区（タイ王国）主催で、第１
回アジアロータリアン親善ゴルフ大会開催。開
催日は平成 29 年 11 月 10 日（土）。興味のある
方は直接地区へお問い合わせを。
◇本日 18 時 30 分～ ホテル丸治にて 第３回理事
役員会開催。

委員会報告
◇地区大会・本会議司会担当
髙木会員
10 月 15 日の地区大会で総合司会を仰せ付か
りました。当日緊張して声が１オクターブ上が
らないように明るく元気に盛り上げたいと思い

会員数 119 名

列席 94 名

出席率 87.04%

ます。
◇地区大会・記念ゴルフ委員会
松山委員長
募集人数は 216 名でしたが、最終的に 199 名
の 参 加、 参 加 ク ラ ブ は 51 ク ラ ブ の う ち 25 ク
ラブでした。当クラブからは 26 名の参加です。
一週間前に、「記念ゴルフ大会役割分担協力願
い」を親睦委員、大人の休日ゴルフメンバー、
地区委員をメインにＦＡＸいたしました。仕事
で欠席の方については、ご出席を再度ご検討い
ただければと思います。また、お手伝いの方の
人数が達しない場合、会員の方にＦＡＸいたし
ますので、その際はご協力お願いいたします。
◇スマイルボックス委員会
山中委員長
小菅庸二会員
去る９月８日（金）、厚生労働省にて産科医
療功労者厚生労働大臣表彰を受け、表彰状と
記念品を受領して参りました。
◇親睦委員会
菊地（憲）副委員長
＜誕生祝い・９月＞
会員誕生
稲見 京二、小林 利延、小野
誠、
尾野﨑孝夫、相良 浩史、櫻井 基雄、
辻
裕司、若度 哲久、山本 修一
各会員
夫人誕生
皆藤 美實、金澤 正邦、松山
栄、
櫻井 基雄、鈴木 郁夫、田原
聖、
手塚 正智、柳田 慎治 各会員の奥様
宇都宮東ＲＣ 「趣味の会」報告
１. 囲碁の会
川村副会長
囲碁の会はＲＩの趣味クラブとして認められ
ている当クラブにおいて唯一の趣味の会です。
毎週木曜日６時頃からホテルニューイタヤにて
席を設けております。第２木曜日は初心者を対
象に、小菅先生の指導の下、開催を予定してい

ます。毎年１月３日には新春囲碁大会を開いて
おります。また、イタヤでの夜間例会の後にも
席を設けております。来る 11 月 12 日には当ク
ラブの囲碁会を開催します。囲碁クラブは皆さ
んの参加をお待ちしています。
２. 大人の休日ゴルフクラブ
菊地（憲）幹事
大人の休日クラブは 10 年経過し、年間で延
べ 280 名、 前 年 度 は 261 名 の 参 加 を 得 ま し た。
毎月１回開催しています。スコアはあまり気に
せずに、楽しくプレーしています。前月の優勝、
準優勝された方が次回の幹事となる仕組みで開
催しています。
３. 熱燗クラブ
事務局 山中会員
昨年度は、若井、豊田、末永、入江各幹事の
下、58 名の会員で活動を行って参りました。
第１回 ８月 23 日 ホテルニューイタヤ（ 30 名）。
第２回 10 月 18 日 割烹「うをのぶ」（ 24 名）。
第３回 12 月 14 日 つむぎ庵（ 21 名）。
第４回 ２月 24 日 ホテル丸治（ 22 名）。
第５回 ４月 14 日 ホテル覚楽、泊り（９名）。
第６回 ６月 28 日 ホテルニューイタヤ（ 28 名）。
幹事として稲見さんが追加、新体制で活動し
て参ります。今年度も偶数月に開催予定です。
４. ワインクラブ
永井会員
ワインは２カ月に１回のペースで年６回開催
しています。昨年は和食１回、仏料理１回、後
はイタリア料理の店で開催でしたが、今年度は
和食、仏料理を増やしたいと思います。美味し
いワインを飲んで食事をして楽しんでおります
ので、是非ご参加お願いいたします。
５. 宇東写楽
永井幹事
年１回、ホテルニューイタヤのロビーをお借
りし、写真展を開催しています。大小約 35 点
の展示をし、今回は陽東ＲＣの佐貫先生の出展
もあり、他クラブからも注目されていると思っ
ています。作品も段々と個性が出て来ました。
遺跡、仏像の写真、技術を駆使した写真、旅行
写真、こだわりの風景写真、様々なスナップ写
真が展示されています。宇東写楽に入り、ス
ナップ写真を出していただければと思います。
６. ハイキング同好会
青木会長
昨年の 10 月に１泊２日で、裏磐梯山及び五
色沼方面に行って参りました。１日目は五色沼
と桧原湖あたりの素晴らしいハイキングでした
が、２日目に磐梯山 1,800 ｍにアタックし、ハ
イキングの枠を超えているということで反省、
自粛しております。会員数は 14 名です。次回
は矢板の八方ヶ原等なるべく標高差が少ない、
お子さんやお孫さんも行けるところを考えてお
りますので、ハイキングに興味がある方、是非、
ご参加下さい。

７．ＪＡＺＺクラブ
皆藤会員
泉町の「近代人」や東京の有名な「ブルー
ノート」、日光の「山のレストラン」などで、
非常に親しみを持ってジャズを聴いております。
鈴木（郁）代表幹事、太城ガバナー、私を含め、
いつも参加頂ける方は 10 名程です。ジャズが
好きな方、是非ご参加下さい。
８. 墨東倶楽部
菊地（憲）副会長
大変真面目なクラブで、師匠にも恵まれ、松
本宜響師範の元、お話をすることもなく、一心
不乱に書いています。だいたい漢字が主体です。
漢詩などで、今日、ここに持ってきた「蘭亭の
序」などを臨書しております。
９. 巨人の会
皆藤代表幹事
年間３回程、観戦ツアーをしております。世
話人は私、福田会員、髙野（藤）会員です。ま
た、太城ガバナーに毎回、東京ドームのネット
裏の席を 30 枚確保していただき、大変感謝し
ております。毎年開幕当初に観戦します。４月
にドームの阪神×巨人戦、６月に清原球場の
ＤｅＮＡ×巨人戦を観戦しました。12 月には
忘年会も開きます。今年度巨人は苦戦していま
すが、会員は熱いです。ドームへのバスの中も
楽しいので、巨人の会、是非ご参加ください。
10. バックス・ゴー会（新クラブ） 黒崎幹事
現在 18 名です。バックス・ゴーの会は、基
本的にバックティーを使ってゴルフをします。
プロと同じ土俵でコースに立ち、設計者の意図
を感じ、プロの意識を感じ、楽しみながらゴ
ルフをする会です。年間 13 回、８月はリゾー
ト地で宿泊ゴルフ、12 月は忘年会を開きます。
今年は、東京オリンピック開催ゴルフ場の霞ヶ
関 カントリー倶楽部で 11 月 10 日に月例会を開
きます。フルバックから完全ノータッチの完全
ホールアウトでやってみたいという方、よろし
くお願いします。
11. 野球部（新クラブ）
手塚主将
我々野球部は、他のクラブとの親睦を深めて
おり、クラブ内の趣味の会とは若干趣が違い、
位置づけ的には囲碁の会と同じと考えておりま
す。昭和 56 年から、「野球を通じて親睦の輪を
広げよう」というテーマで、阪神甲子園球場で
毎年ロータリーの全国野球大会が開かれていま
す。今年５月で 34 回になりました。全国 175 の
クラブが地方予選でしのぎを削り、甲子園を目
指しております。来る 10 月 22 日（日）、宇都宮
市河内総合競技場で第 23 回のロータリー親善
野球大会が開催されますので、会員皆様の応援
をお待ちしております。会員は現在 17 名です。
野球を通して会員増強にもいそしんでまいりま
すので、よろしくお願いします。
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