UTSUNOMIYA SOUTH ROTARY CLUB

2017-2018 年度 第 1771 回例会
宇都宮南ロータリークラブ会報
会長：坂本昭一

幹事：藤島

拓

広報委員会リーダー：酒澤伸二

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）

5月

第 2 例会

2018 年 5 月 16 日(水)

司

会

会員数 53 名

川又

俊治

出席 28 名

S.A.A

● ロータリーソング「我らの生業」

会長の時間

坂本

昭一 会長

皆様こんにちは。
昨日より夏を思わせるような大変暑い日が続いております。これからまた変化があるようです。充分
お体に気を付けてください。
本日は、新入会員の小保方明美様と関昌也様の卓話となります。どうぞよろしくお願い致します。
今月は、青少年奉仕月間です。当クラブはインターアクトクラブと協力し社会奉仕活動を行う事で、
共に汗を流すことで相互理解が生れております。コミュニケーションが深まっており、親クラブが親身
になって育てる姿勢が活動の意味で、若い人達に教えることの大切さを感じます。
順延になっておりました、地区親善野球大会が 5 月 20 日(日)に開催されます。当クラブのご検討と
皆様の応援をお願い致します。

幹事報告

藤島

拓 幹事

§5 月 20 日(日)第 23 回地区親善野球大会が河内総合運動公園に於いて開催されます。当クラブ試合開始
9:00 となっておりますのでよろしくお願い致します。
§地区ロータリーの友委員会より、第 2550 地区小山中央 RC 及び益子 RC、陽東 RC、足利 RC、足利わたら
せ RC、地区会員増強コンペの記事が 6 月号に掲載されます。是非ご覧ください。
§ロータリー手帳ご希望の方は事務局までお申し出ください。

次年度幹事報告

磯貝

太 次年度幹事

§本日例会終了後、次年度理事役員会を開催致します。

UTSUNOMIYA SOUTH ROTARY CLUB
皆出席表彰

藤島

拓 会員

2011 年 4 月より 満 6 ヵ年

5 月のお祝い事

川又

俊治 親睦・家族 副委員長

§入会記念

村上芳弘会員・村田宏明会員・青木克浩会員・枝野修一会員・小保方明美会員

§会員誕生

村上芳弘会員・長谷川博夫会員・相馬大輝会員

§夫人誕生

田島久夫会員・川又俊治会員

§創立記念

坂井俊司会員（有）春日屋商店 ・ 磯貝太会員 ウィズテック(株)

§結婚記念

村田宏明会員・若月章男会員・山本敬三会員・酒澤伸二会員・枝野修一会員
物井栄三郎会員・桑田豊豪会員

スマイルボックス委員会報告

青木

克浩 副委員

§坂本昭一会長

本日の会員卓話、小保方明美様、関昌也様、よろしくお願い致します。

§田中正夫副会長

小保方さん、関さん卓話を楽しみにしています。

§藤島

小保方会員、関昌也会員、本日の卓話、よろしくお願い致します。

拓幹事

§小保方明美会員

今日は、自己紹介または自己 PR ということでお話させていただきますが、不慣れで
ございますので、どうぞよろしくお願い致します。

§若月章男会員

今日は関昌也さん、小保方明美さんお二人の卓話、楽しみにしています。

§笠原正人会員

本日も例会場まで 57 段を昇って来ました。野球部のハードな練習により、お蔭様で
難なく昇れています。野球部に感謝 感謝。

§塩田

潔会員

いよいよ 20 日、野球の地区大会ですね。優勝を目指して頑張りましょう！バックネ
ット裏で静かに？応援したいと思います。

§山本敬三会員

地区親善野球大会、日頃の練習の成果を発揮できますよう頑張ります。野球部一同

§関 享一会員

小生も早いもので病気発症から丸 3 年が過ぎまして、元気にどうにかこうにか生活し
ています。これもひとえに、皆様からのお力添えをいただき厚く御礼を申し上げます。
この度、大変お世話になっております、故小保方信聴大僧正様の代わりにご入会され
た奥様の卓話をしていただき、本当に感謝に堪えません。ありがとうございます。皆
様、よろしくお願い申し上げます。

§鈴木秀明会員

今日も元気です。感謝。

§川又俊治会員

なかなか出席できずにすみません。5 月 19・20 日に「くるまカフェ カーフェ店 5 周
年イベント」を開催します。お時間がございましたらご来場ください。

§青木克浩会員

出席悪くてすみません。スマイルします。

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

12,000 円

UTSUNOMIYA SOUTH ROTARY CLUB
会員卓話
小保方 明美 会員
天台宗 虚蔵院 明星山

光徳寺

寺庭婦人

「和讃 御詠歌について」
「ご和讃」とは、やまとことばで仏・菩薩・各尊師などを讃えた讃歌のことで、「ご詠歌」とも称され
ます。邦楽の源流をなすといわれる幽玄な天台声明の調べを基調とした美しい旋律と、初心者から熟練者
までも魅了する奥の深さが特徴です。
私は、浄土宗の生まれで天台宗に嫁ぎ、来年で結婚 50 周年を迎えるはずでしたが、残念ながら叶いま
せんでした。前住職(小保方信聴 物故会員)亡きあと和讃ご詠歌の勉強をより一層励んでおります。
全ての寺院が和讃ご詠歌を行うわけではなくおおよそ三分の一程です。主な大きな流派は 5 つあり、真
言宗は密厳流(みつごんりゅう)、曹洞宗は梅花流(ばいかりゅう)、浄土宗は吉水流(よしみずりゅう)、禅
宗は花園流(はなぞのりゅう)と私の天台宗 叡山流(えいざんりゅう)です。
天台宗総本山は比叡山で、叡山講福聚教会(えいざんこうふくじゅきょうかい)に指導講師の下、現在助
講師として、県内外の各寺庭(住職・副住職の妻)の方々や寺族(子・孫)の和讃会の指導のお手伝いをして
おります。
「和讃」は七五調の形式の句を連ねて作られたものが多く、天台宗では傳教大師(でんぎょうだいし)様
を讃えた和讃があります。詠歌は短歌五七五七七調であり、前住職が布教として週 1 回和讃・詠歌の稽古
会を始めました。
【参考】
仏徳讃歎の妙音聲(ぶっとくさんたん みょうおんじょう)
伝教大師最澄上人が開かれた私たちの比叡山には叡山流ご詠歌ご和讃の信仰団体
「叡山講福聚教会（えいざんこうふくじゅきょうかい）」があります。
福聚教会は、精神的にも経済的にも荒廃を極めた終戦直後の昭和二十五年三月に
その産声をあげました。
人心の安定と信仰の心を取り戻すには詠讃道しかないと、人々の総意が結集して
教会の組織作りが進められました。
叡山流と呼ばれる福聚教会の各曲は、邦楽の源流をなすといわれる幽玄な天台声明の調べを基調にした
美しい旋律と、初心者から熟練者までも魅了する奥の深さが特長です。お経は聞くことにより功徳を受け
ますが、詠歌和讃はみずからが唱えることで初めてその功徳を受けるといわれています。
宗祖伝教大師や祖師先徳を讃える詠讃歌の歌詞を心をこめて唱え歌うことが即ち、尊い浄行へとつなが
るのです。

UTSUNOMIYA SOUTH ROTARY CLUB
和讃

詠題「傳教大師賛仰のご和讃」
（でんぎょうだいしさんごう）【不滅の火を讃えた和讃】

【参考】
延暦寺では三塔即ち東塔・西塔・横川にそれぞれ中心となる仏堂があり、これを「中堂」と呼んでいま
すが、東塔の根本中堂はその最大の仏堂であり、延暦寺の総本堂となります。本尊は薬師如来です。
延暦寺を開いた伝教大師最澄が延暦７年（788）に創建した一乗止観院（いちじょうしかんいん）が元で
あり、その後何回も災害に遭いましたが、復興の度に規模も大きくなりました。
現在の姿は徳川家光公の命で寛永 19 年（1642）に竣工したものです。ご本尊の前には、千二百年間灯り
続けている「不滅の法灯」も安置されています。
詠歌
詠題「傳教大師 第一番のご詠歌」

和讃詠歌は、譜面を見て頭に入れる、耳から覚える、口で発すると同時に声を出し下腹(腹筋)を使いま
す。ですから老化防止にもなり、ぜんそく気味の方など呼吸が楽になったとおっしゃる方もいらっしゃい
ます。皆様も是非当山にお越しいただければと思います。

UTSUNOMIYA SOUTH ROTARY CLUB

関

昌也 会員

日昌測量設計株式会社 代表取締役

皆様こんにちは、日昌測量設計の関と申します。
先月、当会に加入させて頂きましたが、早速このような講話をさせて頂く機会を設けて頂きありがとう
ございます。この機会に私の簡単な経歴や会社のことを知って頂ければと思います。
私が代表を務める日昌測量設計は、名前の通り測量・設計が主な業務になっております。
測量と言っても色々あるのですが、大きく分けると公共事業と民間事業の 2 つありますが、当社は公共
事業の方をメインでやっており、その中でも地権者の土地の境界を確定したり、土地の形や面積を測量し
登記をする用地測量を得意としてやっています。
また、当社は私の父が昭和５５年に創業しましたが、当会員でもあった小林裕前代表が２代目、そして
私で 3 代目の代表者となっております。
測量業界は、世襲の会社が多く、ほとんどの業者は子、もしくは親族が事業を継いでいる場合が多いで
すが、私の父は継ぐことを望んでなかった経緯があり、私も県外の大学で全く違う学部に入り、卒業後も
研究職に就いたり他業種の営業職に就いたりと今の仕事とは全く関係ない業種にいました。
転機としては、3 年前に父の葬儀で小林前社長に 15 年ぶりにお会いしてから数か月後小林前社長から突然
連絡があり、経理が体調不良で入院するから会社を手伝って欲しいと言われ、色々迷ったのですが入社さ
せて頂くこととなりました、入社後は営業の社員が病気になったり、総務の社員が退職したりするたび仕
事が増えていき、激務でしたが充実した日々を過ごさせて頂きました。その後小林前社長が体調不良にな
ってからは社長代理として業務を取りまとめることになり、そして今に至ります。なんだかんだ２年半く
らいで社長になってしまったので正直戸惑っている状況です。ただ、小林前社長にいい意味で色々な仕事
を任せて頂いたので、いきなり社長になっても特に問題無く業務を進めることが出来ているので今ではす
ごく感謝しています。
最後に、測量業界の現状についてお話ししようと思います。
測量業界も人材不足・労働時間の是正など他業種に漏れず深刻な問題となっております。また技術革新
も一気に進み、測量方法も昔のメジャーなどを使ったアナログな測定の仕方から現在の光波測定による測
量、そして今後は UAV などを使ったレーザー測定による測量が推奨されるようになり、便利で仕事が簡素
化される反面、受注金額が安くなる恐れがあるなどかなり厳しい状況になっているといえます。その中で、
当社も常に最新技術を取り入れるため、設備投資や社員の技術習得を補助したり、職場環境を改善し社員
の職場定着率を向上したり、残業時間の減らす取り組みを行うなど、何が出来るかを考え、試行錯誤して
いる毎日です。
今後は当会の諸先輩方からご指導を賜ることで、様々なことを勉強させて頂き、そのことを会社に活か
せていければと思っております。

http://www.nisshou2400.jp/

UTSUNOMIYA SOUTH ROTARY CLUB
第 2550 地区 第 23 回親善野球大会

2018 年 5 月 20 日(日)河内総合運動公園に於いて

Ａブロック優勝

4 月 11 日(水)外部卓話
ラジオパーソナリティー
メイユウ経営研究所
取締役副社長

鈴木

智 様

「聴く力～コミュニケーションの極意」番外編
コンサルタントという仕事がらいろいろな方の相談にのることが多くあります。その課題は様々です。
人の話をよく聴いて問題点を見つけ解決の糸口を探るというのが仕事のひとつです。そう簡単には本当の
問題がわかるわけではありません。私は縁あって栃木県立盲学校の後援会長を仰せつかっております。盲
学校の会議などでＯＢの方との会話でふと気がついたことがありました。一般的に健常者は目が見える分
だけ人の話（真意）を良く聞いていないことが多いような気もします。現象としては話し手がまだ話終わ
らないうちに内容を十分理解しないまま自分の意見や情報を話し出す人がとても多いのです。つまり反応
してしまうのです。そうするとコミュニケーンがうまく行きません。一方盲学校関係者の方はそれが全く
ありません。相手が話終わるのを待って丁寧に応答されています。人間関係でなりたっているこの社会で
心掛けなければいけない態度だといつも思っています。

後援会長になった最初の年の総会で面白いこ

とがありました。会長挨拶という時なりその職に不慣れな私は司会の先生に「それでは会長お願いします」
と言われ３秒くらい間を空けてしまいました「会長、今誰のことだと思って探したでしょう！」と司会の
盲人の先生に言われて皆さんから笑いが起こったのを覚えています。図星でした。話が良く見えていた証
拠です。

UTSUNOMIYA SOUTH ROTARY CLUB

出席報告

若林博純 委員長

会員数

53 名

前々回

5月2日

出席数

28 名

訂正率

特別休会

欠席数

25 名

出席率

65.12％

例会予定
5 月 23 日(水) 会員卓話
「相続の税務調査について」
荻原英美 会員

％

プログラム

日付

時間

プログラム
外部卓話

第 1773 回
5 月 30 日(水)

12：30～13：30

日付

時間

自立支援ホーム「星の家」
ホーム長 星 俊彦 様

プログラム

第 1774 回
6 月 13 日(水)

12：30～13：30

クラブアッセンブリー
各委員会活動実績報告

第 1775 回
6 月 17 日(日)

12：30～14：30

スペシャルオリンピックス日
本・栃木 第 7 回地区大会

第 1776 回
6 月 20 日(水)

12：30～13：30

クラブアッセンブリー
各委員会活動実績報告

6 月 27 日(水)

ホテルニューイタヤ

例会場

振替休会
スペシャルオリンピックス

6 月 6 日(水)

第 1777 回

例会場

18：30～20：30

夜間例会
最終例会

ホテルニューイタヤ

河内総合運動公園

ホテルニューイタヤ

ホテルニューイタヤ

