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2020-2021 年度 第 1862 回例会 

宇都宮南ロータリークラブ会報 
会長：中野智之 幹事：長谷川博夫 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） 

 

 

 

 

 

    司 会               嶋田 辰雄・横尾憲一 会場監督（S.A.A） 

 

● ロータリーソング「四つのテスト」 

 

    会長の時間             中野 智之 会長 

 

  皆さんこんにちは。 

暑い日が続きます。体調管理にお気をつけ下さい。 

先日地区補助金説明会に参加してまいりました。宇都宮南ロータリークラブは本年度、既に栃木県医

師会に対して医療用マスク 2000 枚、275000 円相当を寄贈しております。本年度も多くの寄付をお願い

申し上げます。 

昨日、地区ゴルフ選手権に岩本会員、市原会員、猪瀬会員、私の 4名で参加しました。日光とはいえ、

大変暑く、しかも歩いてのラウンドの為、体力的にきつかったです。しかし、他のクラブのロータリア

ンと交流を深める事が出来、大変楽しい時間を過ごす事が出来ました。来年はより多くの会員と参加し

たいと思います。 

本日の卓話は猪瀬会員、青木会員にお願いしております。よろしくお願いします。 

 

 幹事報告                長谷川博夫 幹事 

 

幹事報告 

§ 8月 23日(日)地区米山記念奨学会委員会 クラブ米山委員長会議に参加した、仲田俊夫委員長より、資

料の提出がございました。(回覧) 

§ 地区大会記念ゴルフ大会が 10月 23日(金)蓬莱ゴルフカントリークラブ 参加ご希望の方は幹事までお

申し出ください。 

    

 ロータリー基金委員会報告       仲田 俊夫 リーダー         

 

   § 9月 2日(水)の例会より、ロータリー財団及び米山特別寄付の受付を致します。 

     皆様のご協力をお願い致します。 

8 月 第 3 例会          

2020 年 8 月 26 日(水)      会員数 54名 出席 32 名 
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    スマイルボックス委員会報告      坂本 昭一 スマイル委員長 

 

§中野智之会長  猪瀬さん、青木さん本日の卓話よろしくお願い致します。 

§長谷川博夫幹事 いつもニコニコスマイルします。LINE交換していない方、LINE交換してください。 

§猪瀬龍之介会員 新入会員卓話を記念しましてスマイルさせていただきます。 

§若月章男会員  猪瀬さん青木さん今日は卓話、大変楽しみにしています。 

§藤島 拓会員  猪瀬さん青木さん、本日の卓話ありがとうございます。 

§笠原正人会員  昨日もかくてありけり、今日もかくてありなん。 

§仲田俊夫会員  今日も暑いです！ 

§鈴木秀明会員  コロナに負けずに頑張りましょう。 

§平澤照隆会員  なかなか出席できず、申し訳ありません。スマイルします。 

§岩本一男会員  昨日は暑い中、日興カントリークラブでのプレーをしました。参加者は中野会長、猪

瀬さん、市原さん、岩本の 4名でした。ロータリー交流をして参りました。 

§酒澤伸二会員  本日の例会もどうぞよろしくお願い致します。 

§小保方明美会員 毎日暑い日が良く続きますね。クーラーから出ると溶けてしまいそうです。色々な事

に気を付けて生活して行きましょう。 

§臺 容之会員  毎日暑い日が続きますが、体調に気を付けて行きましょう。 

§坂本昭一会員  毎日暑い日が続いています。体には充分気を付けてください。 

 

   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   14 名 金額  17,000円  

 

 

 ロータリーの友委員会報告       鈴木 秀明 委員長 

 

  ロータリーの友 8月号 

  ・RI会長メッセージ 

  ・私がロータリーを続ける理由、そしてその魅力 

  ・THE WORLD STOPPED THEY DIDN T 

  ・バーチャル国際大会 

  ・変化を起こす 

  ・SPEECH 

  ・友愛の広場 

  ・ロータリーアットワーク 

 

 

 

 

 

                                



UTSUNOMIYA SOUTH ROTARY CLUB 

 

 

 

 

 新入会員卓話 

 

   

猪瀬 龍之介 会員  

 

(株)ホテルニューイタヤ 取締役総支配人 

 

 

   皆さん改めましてこんにちは、6月に会員になりまして、 

本日新入会員卓話という事で、どうぞ宜しくお願い申し上げます。 

まず、始めに先週の納涼会、磯貝委員長を中心に委員の皆様大変 

お疲れ様でございました。おいしいお酒や焼酎、カクテルを頂きま 

して感謝申し上げます。ありがとうございました。しかしながら、その際の抽選会で私は見事卓話を引

き当ててしまいました。正直なところ、「まいったな」というのが本音でございます。私は、入会早々2

回に渡るテーマを考えなければならない大変な事になってしまいました。 

 

さて、本日の卓話でございますが、皆さんの貴重なお時間を頂く訳ですので、本来は為になるお話か

聞いて楽しかったと思って頂ける内容にしなければならないのですが、 本来ロータリーとは無縁の人

間が急遽ロータリアンになってしまったその思いと、それに至るまでの因果関係と申しましょうか、入

社のいきさつをお話しさせて頂きたいと思います。 

まず、入会以来心に抱いている事ですが、急転直下、ロータリアンになったのはまちがいなく今まで

皆さんに大変お世話になった田島久夫元社長が急逝されたからでございます。 

おそらく、仕事の面でもロータリー活動の面でも、どんなにか無念であったろうと思います。その思

いを私は受け継いで行きたいと思っております。更に、いちサラリーマンであった私がロータリーの会

員になりましたのは、やはり私がホテルニューイタヤに勤めていたからでありますので、次に何故イタ

ヤにお世話になったかというお話をさせて頂きたいと思います。 

本年 7月、信じられない事に田島久夫社長の後を昨年 9月に継いだ田嶋章夫社長が逝去されました。

悲しみが 2年 3年と続いてしまいましたが、私は章夫社長とは高校が同級生であり 3年生の時に同じク

ラスでございました。しかしその時は唯のクラスメートで卒業後も特に連絡をとり合うという仲ではな

かったのですが、大学 4年生の夏、東京の中央線で偶然同じ車両に乗り合わせました。 

お互い酔っていた事もあり、飲みに行こうと誘ったのですが、いや、実はサイフが空っぽなんだと…

…。私の方といえば、実は一週間後にアメリカ一周旅行に出かける前で、アルバイトで得たお金がある

から大丈夫と終電まで飲み明かしました。別れた 2日後、突然田嶋がアパートに現れお金を返しに来た

のです。飲みながらお互い住んでいる所等を話したのでしょうがよく覚えていたものです。 

猪瀬がアメリカへ行ってしまうとお金を返せなくなってしまうからと……。私は驚きました。 

ある意味ホテルのお坊ちゃんという印象もあったのですが、なんとお金に対してキチンとした考えを持

っているんだなとその時強く思いました。 

その後、彼はホテルを継ぐため静岡で修行の後実家に戻り私も宇都宮に就職し、飲み友達になってい

たのですが、平成元年にこのホテルが大々的にリニューアル時、イタヤで一緒に仕事をしないかと誘っ

てきたのです。私は同級生の元で働く気はありませんでしたが、何度も何度も執拗に誘ってくる中、つ
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い私もどんな仕事なの、お給料はどの位などと聞いてしまったのです。しかし、そのお給料の差があま

りにもあったので、やはり無理だよと。しかし、彼はその後何度も何度もお父さんに交渉し続け前の会

社の給料までは行かなかったのですが、その誠意を強く感じた訳です。 

その後、気持ちが動かされた中……ある日私が出張で水戸・大洗方面に行った時、海に向かって「お

まえは友達の下で働く決心があるのか」と心の中で叫び、そして海岸にあったやや大きな岩を車に積ん

で持ち帰り家の庭に置き、何かあったら今の気持ちを思い出す為、この岩に語りかけよう……。そのよ

うな経緯でお世話になり今の私がございます。 

最後に先程、アメリカ一周一人旅という事を申し上げましたが、今の自分にとって貴重な体験をしま

したのでそのお話を少しさせてください。 

学生の 3年生の時、高校時代仲良かった友人と一年後、アメリカ一周旅行をしようという事になり、

アルバイトでお金を貯め、英会話の勉強もしようと計画を立てたのですがいよいよ出発する 1ヶ月前に

なって友達が申し訳ないどうしてもお金が貯まらない、自分は行けないと言われました（実は彼は遊ぶ

お金はもとより、学費・生活費も自分で稼ぐという立派な学生でした） 

私は正直悩みました。お金は貯まったのですが英会話の勉強は一向にすすんでいませんでした。彼は

英語がかなり優秀でしたので、私はそれを頼りにしていたのです。47日間の旅は今後出来ないだろうと

不安をかき消し、一人旅を決心しました。しかしたいへんな一人旅になりました。恥かしいお話です

が、まず、ロスの空港での入国審査、これが途中から何を聞かれているのかわからず。他人の力を借り

てなんとか入国を認められました。その後路線バスでダウンタウンに行き（なんと私はホテルの予約も

しないで実はスタートしたのです）、日本から持ってきた資料でホテル探し、値段の交渉、当時 1ドルは

200円でした。お風呂付きで 70ドル、なしで 30ドル。とてもこの料金ではこれからやっていけません。

私の拙い英語でウィズバスルーム、セブンティーダラーズ、ベリーイクスペンシィブといいますとフロ

ントマンはノーノー、セブンティーンダラーズとニコリと……。なんと私は 70ドルと 17ドル、30ドル

と 13ドルの違いを聞きとれなかったのでした。そんな中で 47日間の一人旅が始まった訳です。 

私は大リーグの試合を見たい、ナサ・グランドキャニオン・ナイアガラの滝へ行きたい、スミソニア

ン博物館・近代美術館、メトロポリタン美術館、ロッキーで有名になったフィラデルフィア美術館に行

きたい、ニューオーリンズでジャズを、ナッシュビルでカントリー＆ウエスタンを、ニューヨークでニ

ューヨークフィルを聞きたい、必死でした。なんとか予定していたところへは行く事が出来たのです

が、その時思った事は、自分は日本にいて、同じ言葉を話せる周囲の人に何故自分の思っている事が上

手に伝えられないのか、相手が思っている事をキチンと理解してあげられているのか、出来ていない…

…コミュニケーションを大切にする事は当然で、それ以上に話す人の状況、おかれている環境、立場、

等々を考えなければいけないんだ、旅行には直接関係のない事でしたがその事を強く感じ、日本に帰っ

てきたのです。これからも、この会話という一つのツールの中にあるいろいろな要素を大切に考えてい

きたいと思っております。 

とりとめのない話になってしまいましたがご清聴頂きましてありがとうございました。 
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  新入会員卓話               

 

   青木 正人 会員 

 

  (株)足利銀行 江曽島支店 支店長 

 

 

  ・〈あしぎん〉のマネープランガイド 

   ・相続相談 遺言信託 遺産整理 遺言代用信託 

   ・相続にまつわる件数 

   ・相続税の計算方法 

    

   ＊資料配布の上、詳しい説明がございました。 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    プログラム     

 

日付 時間 プログラム 例会場 

第 1864 回 

9 月 9 日(水) 
12：30～13：30 

招待卓話 

田中久雄様(高崎 RC) 
ホテルニューイタヤ 

第 1865 回 

9 月 16 日(水) 
12：30～13：30 

ガバナー補佐訪問 

湯澤敦史ガバナー補佐 
ホテルニューイタヤ 

第 1866 回 

9 月 23 日(水) 
12：30～13：30 

新入会員卓話 

塚田典功会員 
ホテルニューイタヤ 

第 1867 回 

9 月 30 日(水) 
12：30～13：30 

ガバナー公式訪問 

森本敬三ガバナー 
ホテルニューイタヤ 

 

出席報告    岩本 一男 委員長 

 

 会員数   54名  前々回 8月 12日 

出席数   32名   訂正率 特別休会 

欠席数    22名       

出席率  59.57％ 

 

例会予定 

 

第 1863 回  9 月 2 日(水) 

理事会報告・委員会 

中野会長・長谷川幹事 


