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2 0 1 8 - 2 0 1 9 年度  第 1 7 9 7 回例会 

宇 都 宮 南 ロ ー タ リ ー ク ラ ブ 会 報 
会長：田中正夫 幹事：磯貝 太 広報委員会リーダー：若林博純 
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    司 会          山本 敬三  会場監督（S.A.A） 

 

本日の例会が楽しく、秩序正しく運営されるよう、心を配り気品と風紀を守り、会合がその使命を発 

揮できるよう設営監督します。 

● ロータリーソング「我らの生業」  

  

    会長の時間        田中 正夫 会長 

 

    こんにちは。ロータリークラブの創立者ポール・ハリスは次のような言葉を残されています。「社会

に役立つ人間になる方法はいろいろありますが、最も身近で、しばしば最も効果的な方法は、間違いな

く自分の職業の中にあります。」これは「ポール・ハリス語録」の「職業奉仕」の節から抜粋しました。 

    今日の例会の卓話は、村上会員による「職業奉仕と出席について」です。まさにロータリーの原点に

ついてのテーマだと思います。村上さんとは当クラブで長いお付き合いをさせていただいています。東

北大震災の後のガソリン不足の際には、お世話になりました。村上さん、よろしくお願い申し上げます。 

今日の例会が、少しでも多く皆様のお役に立つことを願いまして、会長の挨拶とさせていただきます。 

 

    幹事報告         磯貝 太 幹事 

 

§12 月 12日(水)クリスマス家族会ありがとうございました。子供の笑顔がとても素晴らしく感動しまし

た。お菓子のプールはまた次年度もよろしくお願い致します。また、お子様がいらっしゃる会員の皆様、

是非次年度はご家族でご参加ください。 

§2019年度内、米山奨学生世話クラブ及びカウンセラーのお願いが届いております。 

   §2019-2020年度地区大会開催日変更のご案内が届いております。 

    変更前：2019年 11月 16～17日 → 変更後：2019年 11月 9～10日 

   §とちぎコミュニティー基金 冬募金のお願いが届いております。(回覧) 

 

 

 

     

12 月 第 3 例会          

2018 年 12 月 19 日(水)      会員数 53 名 出席 53 名 
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    スマイルボックス委員会報告    長谷川 博夫 委員長 

 

§田中正夫会長  村上さん、卓話よろしくお願い致します。 

§藤島 拓副会長 村上様、本日の卓話、ありがとうございます。 

§磯貝 太幹事  村上様、卓話よろしくお願い致します。中野さん、本日誕生日おめでとうございます。 

§村上芳弘会員  今日の卓話、よろしくお願い致します。 

§笠原正人会員  久しぶりでスマイルします。職業奉仕のエキスパートとして村上様が御登壇なされる

のでスマイルします。 

§鈴木秀明会員  昨日はスペシャルオリンピックスチャリティーコンサートに来ていただきありがと

うございます。 

§若月章男会員  今年の例会も今日で最後です。トリを努める村上さんﾉ卓話､楽しみにしています。 

§仲田俊夫会員  村上会員の卓話、楽しみにしておりました。 

§田島久夫会員  村上さん本日の卓話、ご苦労様です。ロータリーの原点を勉強させてください。 

§関 享一会員  村上さん本日の卓話、よろしくお願い致します。 

§中野智之会員  本日 56 回目の誕生日を迎えることができました。これからもロータリアンとして頑

張ります。 

§山本敬三会員  村上さん、卓話ありがとうございます。中野さん誕生日もおめでとうございます。 

§長谷川博夫会員 村上様、本日の卓話よろしくお願い致します。中野さん誕生日おめでとうございます。 

§川又俊治会員  村上様、卓話よろしくお願い致します。中野さん誕生日おめでとうございます。 

§物井栄三郎会員 昨日は妻の 70回目の誕生日、お花をいただきました。ありがとうございました。 

§小保方明美会員 今年もあと少しで終わりです。1年間楽しいロータリーに参加させていただき、皆様

ありがとうございました。今日は村上様、卓話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  17,000 円  

 

 RLI 研修修了証 

 

    

§Part1・Part2・Part3全修了 関口 隆 会員 

§Part3修了 岩本 一男 会員 

 

 

 

 

 会員卓話 

 

 

    村上 芳弘 会員 

 

「職業奉仕と出席について」 



UTSUNOMIYA SOUTH ROTARY CLUB 

 

 

 

 

 

今年最後の例会、そして上半期の最後の例会でもあります。 

本日の卓話は「職業奉仕と出席について」であります。 

私は今日の卓話は職業奉仕委員長の岩本さんそして幹事の磯貝さんから卓話をしてほしいとの要請

がありました。 

私の拙い話であればと引き受けました。但し話の内容はこの二つのテーマ「職業奉仕」と「出席」に

しばられない話となります。最近思った事とか雑学に近いですかね。 

卓話をする事で勉強になるのは私自身だと思います。会員の方には少しでも何かの役に立てればと思

って話をします。よろしくお願いします。 

 

今年は皆様にはどんな年だったでしょうか。豪雪、地震、台風、ゲリラ豪雨、猛暑など経験したこと

のない災害が次から次へと押し寄せて来た。そんな一年だったと思います。今年の一字も「災」でした。

来年は「災」の無い一年にしたいものです。そして今年の流行語大賞は「そだね～」でした。 

 

最近感じていることを 2、3話したいと思います。 

① 来年の 5 月には元号が変わり天皇皇后両陛下が退位され皇居から赤坂御用邸にお住まいに変わ 

ります。 

赤坂御用地は春と秋に園遊会が開催されます。赤坂御用地の北東には赤坂迎賓館離宮が隣接して

いまして、今年の 10 月に笠原さん、仲田さん、若月さんと行ってきました。是非、皆様も一度

は行かれたらと思います。 

赤坂御用邸から皇太子様、雅子様は 5 月には皇居にお住まいになられます。4 年前に皇居の豊明

殿で天皇陛下に旭日小綬章を授与され直接拝謁をたまわり、今でも感謝し思い出にしています。

菊池さん小保方さんも授与されております。 

 

② 二つ目は、最近やたらと横文字が多く理解できないことが多くなりました。少し例を挙げると、

ＳＮＳ、ホームページ、ブログ、メールマガジン、ＬＩＮＥ、フェイスブック、インスタグラム、

ツイッター、スマホ、テレショップ、アプリ、グーグル、アップル、ＩＴ（情報技術）ＺＯＺＯ、

アマゾン、Ｏ ｔｏ Ｏ（Ｏｎｌｉｎｅ ｔｏ Ｏｆｆｌｉｎｅ）、ファウンダー、 

ＣＥＯ（最高執行責任者）、ガバナンス（企業統治）、アライアンス（業務提携）、マイノリティ

ー（社会的少数派）、コミット（関与）、シビリアンコントロール（人民統制）、ラストベルト（サ

ビついた工業団地）、ブラックアウト（大停電）、フェイクニュース（偽のニュース）、ＴＰＰ（環

太平洋連携協定）→約３０億ドルのＧＤＰ、ＥＰＡ（日欧経済連携協定）、ＲＣＰＥ（中国イン

ド日本などが入った経済協定）、一帯一路、ＥＵ（ヨーロッパ連合２８か国）イギリス離脱か。

デジタル化、ドローン、フィンテック、ＯＥＣＤ、ＯＰＥＣ（石油輸出国機構）、ファウンダー、

ゴルテロックス（適温経済）、ＣＯＰ24（環境）、シニア Ｂｅ アンビシャス、イノベーション 

（田代直前ガバナー改革 従来の制度を改めてより良いものにする事）、リノベーション （改

革刷新）→修理や修復することまた改善する事）、モチベーション 、（動機づけ）、テンション 

（精神的な緊張や気持ちが高揚する）。インスピレーションこれについては今年度の国際ロータ

リー会長の方針であります。Ｉｎとは神が人間に吹き込んだ息の意味を持つＳｐｉｒｉｔを合わ

せた言葉がｉｎｓｐｉｒｅで、その名詞形がｉｎｓｐｉｒａｔｉｏｎと言うのだそうです。イン
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スピレーションによって前進できる事が多々あります。その他に我々の業界ではＥＶ（電気自動

車）、ＨＶ（ハイブリッド車）など。こうした言葉の理解しようとしまいと日常生活にはそんな

に関係ないものもありますが、でもこれから世界はどんどん変化していくでしょうね。 

   我々石油業界では改革ではもはや対応できない所まで来ている。ガソリンを使わない自動車な

どは従来の感覚では思いもしないこと。これに対抗するには、まったく新しい意識（感覚）の構

築が必要であります。どの企業も人口減少、少子高齢化、人手不足などの環境や経済構造の大幅

な変化に対応することには、これからの一歩も二歩も前進が必要でしょう。チコちゃんに「ぼ～

っと生きてんじゃね～よ！」と叱られるぞ。磯貝君解った？ 

 

③ 三つ目は皆さんに配った元売再編の歴史を見てください。我々石油業界、元売の再編です。元売

は、どう再編されたのかを皆さんに見て頂きたい。  

何故こうした合併やら再編が行われたのでしょうか。石油はエネルギーの基幹産業であること、

そして日本には無い大切な資源であること。こうした基本的な考えで日本国政府は合併を奨励し

ました。原油を輸入して精製することによってガソリン、軽油、灯油、重油がとれるわけですが、

対外国との競争も頭に入っています。しかし、国内は寡占状態になり過ぎると逆に競争力が弱く

なることも考えてもらいたいと思います。皆様にポケットティッシュは東日本大震災や災害の時

のために常日頃から「満タン＆灯油一缶運動」を我々石油業界がキャンペーンとしております。

ご協力をよろしくお願いいたします。 

 

④ 四つ目ですが、これから少しロータリーの事に入りますが、私自身３５年もロータリーに在籍し

ているが、ロータリークラブになぜ入会したのだろうか。そもそもロータリーって何なのでしょ

うか。 

  何となく漠然と入会して出席しているのではと思っているのは私だけかもしれません。 

  なぜ入会しているのだろうかと思うとき、少しでも社会に役立ち奉仕したいと思う気持ちが誰に

でもあると思います。 

  少しでも社会に貢献したいと思っているからこそ、お互いに「尊敬しあい語り合える」仲間なの

だと思います。ですからロータリーは「分かち合いたい」「奉仕したい」時には「ボランティア

をしたい」という全ての善き人々の心に打たれた願望に基づく世界的な運動だと思います。そし

て、一つ一つのロータリークラブが世界的、国際的そして我々の身近な地域に奉仕するのがロー

タリーだと思います。 

 

⑤ 五つ目ですが、身近な問題として出席率の問題です。出席委員長として責任を感じています。今

年は特に出席率が悪いと感じています。原因は何なのでしょう。ロータリーの活性化がない、例

会に出席してもプラスにならない。仕事が忙しい、他の人が出席しないから、友達がいないから、

など理由を挙げたらきりがないです。でも、なんとなく今年はすっきりしない例会だったり、ロ

ータリーだったりと感じている会員もいます。他人のためにロータリーに入会している訳ではな

いですし、高い年会費を支払っています。私は少なくとも例会に出席することによってお互いに

仕事の話とか息抜きとか少しは勉強になったとか、楽しい時間を過ごせたり、仕事を受注したと

か情報を交換したりとか色々あると思います。 

  私は「Ｆａｃｅ ｔｏ Ｆｓｃｅ」だと思います。顔をあわせる事によって人間関係をつくり友



UTSUNOMIYA SOUTH ROTARY CLUB 

 

 

 

 

達をつくり楽しくロータリアンとしての時間をお互いに持つことが出来ると思います。友愛です。 

 

⑥ 六つ目は、職業奉仕です。社会奉仕、職業奉仕、社会貢献、ボランティア、いろいろありますね。 

私はロータリーに入会したとき、クラブ奉仕、社会奉仕、青少年奉仕、職業奉仕、国際奉仕の意

味が理解できませんでした。今でも奉仕の意味が解らない事もあります。 

・クラブ奉仕とはなんですか。 

・社会奉仕と職業奉仕は何が違うのですか。 

社会貢献、ボランティア、奉仕活動、何がどう違うのか？ 

  この事については皆さんが考えるべき事です。ロータリーに入会するとすぐに現況報告書が手渡

されます。でも最初は何が何だかわかりませんね。表紙を開くと「4 つのテスト」そして「ロー

タリーの目的」が書かれています。もう一度繰り返します。 

ロータリーの活動は例会に出席することからスタートすると思います。ロータリーの例会は「人

生の道場」と言われます。「人づくりの場」「社員教育」など私達もロータリーで勉強し、お互い

吸収し合い、情報交換し合い、そして会社で生かす事だと思います。 

例会の重みを感じ、理事会等でしっかり内容を検討していただき、一人でも多くの方に出席して

いただける内容にしていただければと思います。我々は例会に出席するために昼間の食事の時間

にし、1 時間を厳守しているわけです。これを理解し、そして例会に出席する事によって社会に

役立つための例会があると思います。例会に出席できる時間を作ることが大切で仕事の段取りだ

と思います。今年度の伊藤ガバナーは週一回の例会を大切に活用しようと言っています。私の卓

話が今年最後の例会にあたります。来年の 1月からのロータリーは田中会長のすばらしい年度で

ありますように願っています。 

 

⑦ 七つ目ですが、私の職業分類は「石油販売業」です。私の仕事について少し話をしたいと思いま

す。私は一介の「あきんど」です。 

近江商人の「三方よし（売り手よし、買手よし、世間よし）」の教えがあります。「世間に役立っ

ているか」「買い手のお客様に喜んで頂いているか」その結果として自分にも利益がもたらされ

ているか。 

孟子の言葉に「天の時は地の利に如（し）かず、地の利は人の和に如かず」を思い出します。大

切なのは地理的優位や設備だけではなく重要なのは「人」という事です。「接客や応対」そして

「誠意」ですね。さらにお客様に対して心からの「感謝」と「気遣い」「心遣い」が大切です。

それを総括して「サービス」だと思います。「おもてなし」だと思います。この無料のサービス

こそ中小企業としての生き残る最大の作戦で戦略だと思います。 

 

最後になりましたが、あと一歩届かない人生、これに価値がある。あと一歩届かなければ努力する姿

や協力してくれた家族や友人に感謝する事が出来る。宇都宮南ロータリークラブの若い人達に接する事

もロータリーならではと思います。我々年寄を今後共、よろしくお願いいたします。そして卓話をさせ

ていただき、自分のためでもありこれからの指針にもなることと思います。 ロータリーに入会してた

くさんの事を教えて頂きました。「感謝」と「お陰様で」の言葉で結びたいと思います。田中年度が後

半増々活発で活性化される事をそして皆様にとりまして来年も良き年になる事を祈念し、挨拶とさせて

いただきます。ありがとうございました。 
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    プログラム     

 

 

日付 時間 プログラム 例会場 

第 1798 回 

1 月 9 日(水) 
18：30～19：30 

夜間例会 

新年例会 
ホテルニューイタヤ 

第 1799 回 

1 月 16 日(水) 
12：30～13：30 

招待卓話 

有限会社 飛行船 

専務取締役 桶田 博信 様 

ホテルニューイタヤ 

第 1800 回 

1 月 23 日(水) 
12：30～13：30 

招待卓話 

税理士法人 長谷川会計事務所 

会長 長谷川  薫 様 

ホテルニューイタヤ 

 

出席報告    田島 久夫 副委員長 

 

会員数   53名  前々回 12月 5日 

出席数   26名   訂正率 75.00％ 

欠席数    27名       

出席率 63.41％ 

％       

例会予定 

 

第 1798 回 1 月 9 日(水) 

夜間例会 

      新年例会 


