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 2018-2019年度 第 1125回例会 

宇都宮陽北ロータリークラブ会報 
会長：仲田真介 幹事：熊本泰久 会報委員長：熊倉 学 

例会場及び例会日：ベルヴィ宇都宮 ≪火曜 12：30≫ 

 

事務所：宇都宮市宿郷 5-21-15ベルヴィ宇都宮内 

TEL:028-633-1165（ベルヴィ宇都宮） 

 

 

 

 

 

 

● ロータリーソング「われらの生業」 

§ 丸山 孝 様（社会就労センタービバンタ鶴田 事務局長） 

§ 佐藤悠介 様（YUSUKE OFFICE代表・卓話者） 

§ 佐藤颯音 君（2019-20 年度 1年交換留学生イタリア派遣） 

 

   みなさん、こんにちは。 

当クラブの、岩﨑会員のお父様が 6月 7日にご逝去されました。心より謹んでご冥福をお祈

り申し上げます。 

さて、本日 10時より、「 社会就労センタービバンタ鶴田 」 において、長会員を中心に

無料歯科検診を実施いたしました。この事業は、当クラブで行っている社会奉仕事業の中の継

続事業のひとつです。参加された会員の皆さん、ありがとうございました。私も毎年のように

参加していますが、この事業に関しては、お互いの信頼関係がないとできない事業だと感じて

います。長会員を中心に、当クラブが長年、継続して支援していることで生まれた利用者との

信頼関係。社会奉仕に関しては、継続して行う意義や重要性をこの事業で改めて学びました。

詳細は、社会奉仕委員会から報告があります。 

 

§ 本日、社会就労センタービバンタ鶴田に於いて、歯科検診奉仕事業を行いました。長 歯科医

院 院長 長 正英会員及び歯科衛生士 2名で、利用者 29名の検診を行いました。 

当クラブからは、仲田会長 熊本幹事  

古矢会員 と私加藤、1年交換留学生の 

佐藤君が参加致しました。 

例会場にて、社会就労センタービバン 

タ鶴田 事務局長 丸山 孝 様寄付金 

の贈呈がございました。 

 

   司 会・ビジター紹介   樋口 富之 S.A.A 

 

 

 

 

   会長の時間        仲田 真介 会長 

 

 

 

 

社会奉仕活動報告       加藤 紀夫 委員長 

 

 

 

 

6 月 第 2 例会          

2019 年 6 月 11 日(火)     会員数 41 名 出席数 30 名 

tel:028-
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§ 2019-2020年度 1年交換留学生 イタリア派遣 

佐藤 颯音 君 宇都宮短期大学付属高等学校 1年生 

 

 

 

 

 

§ 金 克基 会員に結婚のお祝いが贈呈されました。 

 

 

 

 

 

 

   § 本日ビバンタ鶴田において歯科検診事業を行いました。当クラブより 1年交換留学でイタリ

アに渡航予定の佐藤颯音君も参加致しました。 

§6月 12日(水)ホテルニューイタヤに於いて第 4回会長幹事会が開催されます。 

    次年度ガバナー補佐・次年度会長幹事も参加いたします。 

§来週は絵本読み聞かせ事業の予定です。参加予定の皆様宜しくお願い致します。 

§ポリオプラスＢＯＸは今日までご協力頂いた分を集計し、募金させて頂きます。 

   回覧 

   § 米山梅吉記念館 創立 50周年記念式典のご案内が届いております。 

   § ロータリーの友 6月号「我が町の味」に湯浅雑誌資料委員長の投稿が掲載されました。 

お知らせ 

☆ 6月 11日は・・・国立銀行設立の日  

1873年、日本初の銀行、第一国立銀行(後の第一銀行、 

現在のみずほ銀行)が設立された。 

その後の 5年間に 153 もの国立銀行が発足した。 

「国立」という名前がついているが、これはアメリカの 

National Bankを直訳したもので、実際には民間の銀行 

だった。国立銀行はすべて第○国立銀行のような名前に 

なっていて、ナンバー銀行と呼ばれた。 

第四銀行、七十七銀行等、現在もその名称のままの銀行 

が残っている。          

 

§ 本日例会終了後、次年度理事役員会を開催致します。 

青少年奉仕委員会報告 

 

 

 

 

ファミリー委員会報告 

 

 

 

 

 幹事報告          熊本 泰久 幹事 

 

 

 

 

次年度幹事報告        薄久保 大輔 次年度幹事 
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§仲田真介会長  皆さんこんにちは。仲田年度も残り、あと 3回となりました。とうとうここ

まで来たか。という感じです。別に油断をしているわけではありません。最

後まで頑張ります。 

§古矢幸伸会員  こんにちは。本日、佐藤様よろしくお願い致します。楽しみです。 

§熊倉 学会員  先週は、補佐訪問前の、第 3グループ Aのクラブにご挨拶メイクに行ってき

ました。月曜は 90RC、火曜は宇都宮 RC、宇都宮西 RCでした。いずれも第 1

例会でしたので「君が代」を 1週間で 3回も歌い、また、3クラブとも同じ例

会場のせいか、3回の昼食で 2回が同じメニューでした。例会の流れは同じで

すが、それぞれにそのクラブのカラーがあり、大変勉強になりました。あと

残るは北クラブと我が陽北ですが、北クラブは今週木曜日に行く予定です。

近況報告と合わせてニコニコします。 

§加藤紀夫会員  誕生日のワイン、ありがとうございました。 

§西山 穣会員  誕生日のワイン、ありがとうございました。おいしくいただきました。 

§安生昌史会員  ご無沙汰してすみません。これからできるだけ出席します。悠介さん本日は

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   今週の金額 14,000 円 

 

 

§ 7月 4日(木)炭火焼肉 幻 に於いて「肉を食う会」を開催致します。 

 

 

 

 YUSUKE OFFICE 代表 

 佐藤 悠介 様 

 

小学校のとき、本格的にサッカーを始めた。 

高校卒業後、Jリーグの名古屋グランパスエイトとプロ契約。 

その後、ヴィッセル神戸、大宮アルディージャ、モンテディオ 

山形、セレッソ大阪、湘南ベルマーレ、東京ヴェルディ 1969、 

と渡り歩き栃木 SCでユニフォームを脱ぐ。現役時代、利き足の 

左足でのフリーキックはワールドクラスと言われ、数々のゴールでファン・サポーターを魅了

した。2010年、15年間のプロサッカー選手を引退。2011年、Jリーグ・栃木 SCの『ドリーム

アンバサダー』に就任。現在は現役時代に培った独自性のある的確な分析で Jリーグ全てのカ

テゴリーでサッカー解説者として活躍している。また、JFA（日本サッカー協会公認）夢先生

として、全国の小中学校を周りフェアプレー精神や夢を持つことの素晴らしさを教壇に立ち伝

えている。  

  ニコニコ BOX 委員会報告      杉本 勝 副委員長 

 

 

 

 

愛好会報告        熊倉 学 会員 

 

 

 

 招待卓話 
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PLAYER CAREER 

名古屋グランパスエイト(1996～1997) ヴィッセル神戸(1998～1999)  

大宮アルディージャ(2000) モンテディオ山形(2001～2002) セレッソ大阪(2003～2004) 

湘南ベルマーレ(2005～2006) 東京ヴェルディ 1969(2007) 栃木 SC(2008～2010) 

 

スポーツを通じて子ども達に夢や希望を与える。 

佐藤悠介の今までの経験やキャリアを活かし、サッカーを通じて子ども達に夢や希望を与える

様々な活動を行なっています。 

SCHOOL 少年団やクラブチーム、部活動などでライバルに差をつけるためのサッカー塾。元 Jリ

ーガーの佐藤悠介が直接指導。 プロ志向の選手には、プライベートレッスンや Jリー

グ下部組織テストへのサポート等も行います。 

MEDIA  アスリートとしての経験を活かし、DAZNでの試合解説をはじめとした様々なメディアへ

の出演を行います。 

SOCIAL 笑顔の教室をはじめとした社会活動も積極的に行なっています。スポーツのチカラを信

じ、子どもたちに夢や希望を与えるための活動を行います。 

 

 

 

 荻原 美岐 会員 

 

 パナックスコミュニケーションズ株式会社 取締役 

 

 

 

ご紹介いただきました 

パナックスコミュニケーションズ(株)の荻原美岐と申します。本日はお時間いただきありがと

うございます。 

自己紹介からさせていただきます。私は生まれも育ちも栃木県で一度も栃木から出たことがな

い栃木っ子です。高校は作新学院におりました。学生時代は中学から高校までボディーボード

をやっておりました。波に乗って技をきめるサーフィンと似たスポーツです。きっかけは兄が

サーフィンをやっていて海につれていってもらうようになりました。最初は楽しむ程度でやっ

ていたのですが、同年代の女の子と海に行く機会がありレベルの違いに圧倒され、刺激され 

そこからは本格的に練習をはじめました。自然が相手のスポーツですので常に危険が伴いま

す。海のルール・海のいろはを徹底的にたたきこみまれました。 

中学の時はサーフショップ主催の大会には出場していましたが、大人ばかりの大会で同年代

の子はいなかったので、自分のレベルがどの程度か体感できませんでした。高校に入ってから

は初めての関東ジュニア大会に出場しましたが、惨敗、一回戦で敗退しました。圧倒的な力と

経験の差を感じ、そこから今まで以上に練習して高校最後の大会望み、波にのまれて怪我をし

ましたが、2位という結果を出すことができました。 

新入会員卓話  6 月 4 日(火) 
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高校卒業後は、ずっと憧れ行きたかったサーフィンのメッカ、インドネシアのバリ島へ旅行

しました。そこは別世界で、人・環境・言葉・食べ物・自然・文化、全てが新鮮で自分のいる

環境との違いにとても興味を持ち、日本にもどってからアルバイトをしてお金を貯めてはアジ

アを中心に一人旅を始めました。 

一番の壁は言葉でした。英語が全く話せないので伝えられない・受け取れない、不安で緊張

した記憶があります。危険な体験をして思ったのは日本にいれば安全・安心なんだと強く感じ

ました。短期間ではありましたが色々な体験ができたことは、人生の勉強になったと今でも思

います。 

20歳になってから 5年間は正社員として医療関係のお仕事についたのち、25歳で現在の職

について 14年目になります。 

弊社は下野市にある通信会社です。主にビジネスホン・複合機・パソコン・サーバー・ＨＰ

作成・クラウドサービス、防犯カメラ・セキュリティーシステム等の機器販売・工事・保守メ

ンテナンスを行う会社です。 

 

今回は自動車盗難の現状に関してお話しさせて頂きましたが、防犯の仕事をしてから 10年

の間で色々な犯罪をみてきました。 

事務所荒らし（パソコンやサーバーの盗難）幼稚園の送迎バスや作業トラックの盗難、そして

一番心に残るのは放火です。会社・ご自宅は全焼、社長様は重度のやけどをおい、仕事ができ

なくなり廃業においこまれました。本当に無念で悔しい思いをされたと思います。 

そして一巻して多いのは（泥棒が入りやすい環境である事）です。もう一つは無防備な事で

す。泥棒は侵入までに 5分以上かかる所は避けやすいです。侵入しづらい・狙わせない環境を

作る事が重要だと考えます。防犯にたずさわるものとして 

機器販売だけではなく、沢山の情報を収集し発信していきたいと思っております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 付 プログラム 時 間 例会場 

第 1127 回 

6 月 25 日(火) 

夜間例会 

最終例会 
18：30～ ベルヴィ宇都宮 

   プログラム          髙橋 順也 委員長 

 

 

 

 

出席報告    杉本 勝 委員 

 

会員数   41名  前々回ＭＵ   4名 

出席数   30名   前々回訂正   33名 

欠席数    11名   前々回訂正率  

出席率  73.17％        80.09％ 

 

次回例会予定 

 

 第 1126 回 6 月 18 日(火) 

会員卓話 

田中 豊治会員 
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日付 プログラム 時間 例会場 

第 1128 回 

7 月 2 日(火) 

クラブ協議会 

会長・幹事 所信表明 
12：30～13：30 ベルヴィ宇都宮 

第 1129 回 

7 月 9 日(火) 

各委員会 委員長方針 

友愛・情報・会員組織 
12：30～13：30 ベルヴィ宇都宮 

第 1130 回 

7 月 16 日(火) 

各委員会 委員長方針 

奉仕・財団・米山・S.A.A 
12：30～13：30 ベルヴィ宇都宮 

第 1131 回 

7 月 23 日(火) 

招待卓話 

第 3 グループ A 

ガバナー補佐 熊倉 学 様 

12：30～13：30 ベルヴィ宇都宮 

7 月 30 日(火) 特別休会 

  

 

   プログラム          加藤 紀夫 次年度委員長 

 

 

 

 


