
 

 

2012-2013年度 第 9 回例会 

宇都宮南ロータリークラブ会報 

会長：荒井健次 幹事：小林裕 会報委員長：田中正夫 

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） 

TEL：028‐635‐5511(ホテルニューイタヤ) 

 

 

 通算 第 1497 号         

 2012 年 9 月 5 日     会員数 45 名 出席 31 名 

 

 

    司  会     関口 隆 Ｓ.Ａ.Ａ 

    §国歌斉唱「君が代」  §ロータリーソング「四つのテスト」 

 

    ビジター紹介   坂井俊司 親睦・家族委員長 

    §田村 征介 様（尼崎東 RC） 

 

    会長挨拶     仲田俊夫 副会長 

     皆さんこんにちは。 

     本日は、荒井会長が所用の為欠席です。会長挨拶文を預かっていますので代読致します。 

 

    荒井健次会長挨拶 

     皆さんこんにちは。 

     9 月に入ってもまだ猛暑の日が続いていますが、朝晩秋らしく感じるようになりました。又、今週は

雷雨で電気器具の被害が出ており、水の被害もない事を祈っております。 

     9 月 3 日(月)にホテルニューイタヤにて、小塚奉仕プロジェクト委員長の下、職業奉仕委員会・社会

奉仕委員会・国際奉仕委員会・新世代奉仕委員会の各委員長に参加戴き、トーキングを行いました。大

変意味深いものでした。青木ガバナー補佐訪問にあたり、各委員会での協議会を行いますが、委員長が

参加できない場合は副委員長の出席をお願い致します。 

     私の今年度の方針で、会員増強を掲げておりますが、皆様のご協力の下、8 月までに 3 名の入会を戴

きました。今後とも塩田会員増強委員長、若林会員選考委員長、金田ロータリー情報委員長と連携を図

り、毎月の入会予定者のリストをご提出戴きたいと思います。9月に入り、5名の入会予定者の提出がさ

れておりますので引き続きご協力をお願い致します。 

     長年当クラブにご貢献戴きました、半貫一芳パスト会長が、8 月末日を以って身体の理由で退会届が

提出されました事をご報告致します。 

     

 

 

 

 

RID2550 Utsunomiya South Rotary Club 



 

    幹事報告    小林 裕 幹事 

 

§第 11回ロータリー全国囲碁大会のご案内が届いております。（回覧） 

   §第 2550地区第 1回会長・幹事会の会議議事録が届いております。（回覧） 

   §奉仕プロジェクト委員会が 9月 3日(月)13名の全員参加で活発に実施されました。他の委員会もガバナ

ー補佐訪問前に開催されますようお願い致します。 

   §IM出欠の確認は 9月 7日(金)までです。まだ半数の方から返事がありません。至急ご回答下さい。 

   §本日、例会終了後、第 3回理事会をイタヤ 8階会議室に於いて開催致します。 

 

    9 月のお祝い事    坂井俊司 親睦・家族委員長 

    

    入会記念 市原久典会員 

    会員誕生 笠原正人会員・菅野孝祠会員・田村一夫会員 

    婦人誕生 喜内敏夫会員・鈴木秀明会員・田中正夫会員・若月章男会員・山本幹夫会員・岩本一男会員 

    創立記念 鈴木秀明会員（株)鈴和 ・山本幹夫会員 宇都宮ヤマイチ(株) ・菅野孝祠会員 (株)向立 

    結婚記念 青木克浩会員 

 

    スマイルボックス委員会   関 享一 副委員長 

 

   §田 村 征 介 様(尼崎東 RC) お世話になります。 

   §小 林  裕 幹事 本日、会長が休会です。仲田副会長 宜しくお願いします。 

   §関  享 一 会員 本日の新入会員卓話を拝聴致します。頑張って下さい。 

   §坂 本 昭 一 会員 嶋田会員、磯貝会員、酒澤会員、新入会員卓話よろしくお願いします。 

   §田 村 一 夫 会員 今月 18日は私の誕生日。でも高齢者のつもりはありません。 

   §金 田 秀 壽 会員 昨日、仙台で展示会が終わり疲れましたが、上手く行きホッとしました。 

   §藤 島  拓 会員 早いもので、9 月になってしまいました。野球大会は 10 月 14 日(日)ですが、9 月も

練習がありますので野球部の皆様よろしくお願いします！！練習後(21:15頃から)は

陽西通り沿いの居酒屋「あか保」で反省会をしています。部員以外の会員の参加も大

歓迎です･･･！！（あか保のマスターは南クラブにいらした山本あきおさんです） 

   §杉 本 供 也 会員 まだまだ暑い日が続きますが体と食中毒に気を付けて頑張りましょう。そして、スポ

ーツの秋が始まります。私は野球とゴルフで頑張ります。今後ともよろしくお願い致

します。 

   §藤 井 康 夫 会員 バッチ忘れました。 

   §若 林 博 純 会員 稔の秋を向えました。新米の便りがぼちぼち聞こえて来ております。 

   §青 木 克 浩 会員 最近、良い事も悪い事もないのでスマイルします。 

   §小保方信聴 会員 お盆が入り、欠席が続いてしまいました。懺悔の気持ちでスマイルします。 

   §田 中 正 夫 会員 先日、路線バスで紀伊半島を縦断してきました。高野山の宿坊にも泊まりました。精

進料理がおいしかったです。 

   

  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 
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    野球部報告    青木克浩マネージャー 

 

   §明日 9月 6日(木)の練習はありません。以降毎週木曜日は練習がありますのでご参加下さい。 

   §9月 24日(月)野球部の決起集会を居酒屋あか保に於いて開催致します。 

野球部員以外の会員の方もご参加をよろしくお願い致します。 

   §今年度 5 名の新入会員が野球部員として入部となり、士気が高まっております。是非とも皆様に激を戴

きたいと思いますのでよろしくお願い致します。 

 

    バナー交換 

 

    尼崎東ロータリークラブ 

 

田村 征介 様 

 

    当クラブよりバナーの贈呈がございました。 

 

    新入会員卓話 

 

   嶋田 辰雄 会員  

 

     

今日は、私 嶋田辰雄の半生を話したいと思います。 

私は、1964年昭和 39年 8月 8日生まれ 48歳、 

ちょうど東京オリンピックの年に埼玉県幸手で生まれ 

ました。その後 4歳ぐらいで父の実家である今市の小代に引っ越しました。そこで幼稚園に通い、小学校の

ころは、鹿沼市の光望台に住み鹿沼東小学校～さつきが丘小学校に通いました。 

中学校に上がるときから父の仕事の転勤が 2年おきになり、宇都宮市一の沢に引っ越してきました。星が

丘中学校に 2年間通ってその後小山市に引っ越して小山中学校に通いました。このときの担任の先生の佐藤

恵子先生と出会い私の人生の転機になりました。今建築業をしているのも佐藤先生に出会ったおかげと言っ

ても過言ではありません。 

それは、どういうことかと言うと、中学 3年の 9月ごろ先生に進路のことを聞かれて、「普通科の高校、

大学進学、そして、学校の先生になりたい。」と言いました。すると先生いわく、「学校の先生の資格という

のは、車の免許の次に多いんだよ。」と言われて。「もっと将来のことを考えて高校も選ぶように」と言われ

ました。「男は、40 年働くんだよ。」とまで言われました。以前の学校では、点数で高校を決めてしまう先

生が多かったのに将来自分がどんな仕事をするか？初めてしみじみ考えさせられました。 

 その間、受験勉強も一切できなくなって考えた末に先生に建築の仕事がしたいと相談すると、小山高専を

進められました。知り合いの先生がいるらしく私の成績で合格できるか聞いて、私の自宅に来て親に高専と

いう学校のこと、5年生の学校で、就職率がいいこと、寮があって転勤族のうちの家庭には都合がいいこと 

設備が素晴らしいことなど詳しく説明してくれました。 

今までただ受験ということで勉強をしていましたが、先生の進路についての熱心さに感動して絶対合格を目

標になお一層勉強しました。 
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 なんとか高専に合格しまして、学生生活としましては、硬式野球部に入りました。寮生活をしまして、朝

食は部屋単位で、昼食はクラス単位で、夕食は部活単位で食べます。寮費は食費、光熱費共で月約 3万円で

す。平均すと 1日 1,000円です。食事は非常に質素で飲料水以外洗濯室、風呂とトイレは地下水でした。 

寮では、先輩からいろいろ頼まれごとがありまして、コーヒー、ラーメン、マッサージを始め洗濯風呂で

は背中を洗う、食事中はご飯のお代わりをよそうなどありますが、建築課はこれにプラスして図面の手伝い

があるのです。先輩がＡ－１トレッシングペーパーに下書きをした後、ロットリングで仕上げをしたり、模

型作りを手伝ったりと、1週間前後徹夜で手伝い学校を休んで寝る。その後部活は出る。という生活も年度

末になるとよくありました。 

高専を卒業後、宇都宮市内の建設会社に入社しまして 3年半、雑用ばかりしかやらせてもらえず、違う建

設会社に移りました。そこではいきなり現場を任され、段取りも墨だしもろくに分からず、よく職人さんに

教えてもらいました。その当時は携帯電話もないですから、持っているのはポケットベルです。先輩に連絡

も取れず、会社に電話しても出るのは事務員さんだし、職人さんに教わるしかないのです。 

バブルの時代には、なんとか現場も納められるようになりやっと戦力になったころ、1級建築士をとる為

に、社長が学校に通わせてくれました。現場の仕事をしながら、週 3回学校に通い合格することができまし

た。 

バブルが崩壊して年々仕事量も減ってきて、16年勤めましたが、平成 15年 12月末に「平成 16年 3月末

で廃業する」ということをいわれ、独立することを決意した次第です。 

独立して3年目位に、小山中学校の同窓会が5年ぶりにありまして、佐藤先生とも久しぶりで会いました。

真っ先に先生に名刺を渡しました。独立した経緯など話して、がんばるようにとカツを入れられました。 

 何年か過ぎて、近所に住む今井さんという方に嶋田さん佐藤先生に教わったんですって！と言われ驚きま

した。聞けば、今井さんは私より 8歳年下で小山三中の出身で佐藤先生に教わったようです。今井さんも同

窓会で佐藤先生に会い、今宇都宮市八幡台に住んでいることを言うと私の名刺を見せて、「嶋田知らないか？」

と聞かれたそうです。いつも名刺を持ち歩いてくれているのかと思うとありがたかったです。 

 今、独立して 8年半になります。新築工事はもとよりリフォーム外構工事など、家に関すること全てでき

ますので気にとめて頂くと幸いです。 

今年からロータリークラブに入り、素晴らしい諸先輩がたと知り合うことができたということに感謝して

おります。これからのご指導を宜しくお願いします。 

 

 

 

   酒澤 伸二 会員 

 

 

皆様こんにちは 

あらためまして株式会社フリントホイールの酒澤です。 

これから私の自己紹介と会社のご紹介をさせて頂きますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

私は宇都宮市生まれで、細谷小学校・星が丘中学校・鹿沼東高校を卒業し国際情報ビジネス専門学校のロ

ボット工学科を卒業しました。その後、専門学校の職員として就職し、いくつかの転職を経て最後の広告代

理店で広告業の楽しさや・やりがいを感じまして、数か月で独立をしました。 

会社は丁度 10年前になります、2002年 2月に法人として私が独立して設立した会社でございます。 

弊社は宇都宮市の鶴田町で旧鹿沼街道のスーパートライアルの近くにございます。 
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社名のフリントホイールとは一風変わった名前ですが、意味はライターの火を付ける着火部分の輪のこと

です。フリントは“火打石”や“硬い”という意味で、ホールは車輪や輪を意味しておりまして、お客様と

硬い輪で繋がる・物事を着火させる＝スタートさせるという想いで付けた社名でございます。 

私どもでは広告の制作・代理業として全般をおこなっており、業務内容としましては、おもに３つのカテ

ゴリーでおこなっております。 

１つがＷｅｂサイト＝ホームページの制作です。10 年ぐらい前から非常にニーズの高い状況で、一般的

なホームページの制作・ショッピングサイトの制作・ブログや今話題のソーシャルネットワークサービスな

どの制作業と、需要の多いＳＥＯ対策という・グーグルなどで検索されたときに上位に表示されるためのサ

ービスを提供しております。 

ホームページの制作の場合、お客様にとって分かりやすく使いやすいサイトであり、検索で上位に来るこ

とで、同じ制作内容でも大きく効果が変わってきますので、私どもではその部分を得意としております。 

ＫＤＤＩウェブコミュニケーションや帝国データバンクネットコミュニケーション様の、ビジネスパート

ナーになっております。 

2つ目が紙を中心としたデザイン印刷業務でございます。こちらは、折込チラシや会社案内・パンフレッ

ト・ポスター・ダイレクトメールなど紙へのデザイン印刷です。また、のぼり旗や看板・オリジナルのＴシ

ャツなど特殊印刷となるものも全般をおこなっております。 

企画構成からデザインを得意としておりまして、他社とはちょっと違うインパクトあるデザインや企画を

ご提供しております。 

3つ目がイベント業務でございます。集客性の高いイベントの企画立案から、イベント用品の手配・芸能

人やパフォーマーの手配、飲食コナーの手配など、設営と当日の運営まで行っております。住宅業界の見学

会や感謝祭・展示会や店舗での販売会、会社の落成式や各種式典などがございます。 

こちらの３つを柱として、その他の業務として新聞・ラジオなどの広告や雑誌やフリーペーパーへの掲載、

パッケージ関係のデザイン・ロゴマークの制作・写真の撮影・店舗のインテリアのご提案など、トータルで

幅広い業務をおこなっている会社でございます。 

お客様もハウスメーカーや工務店・大手カー用品店・自動車販売会社などの会社から、様々な小売店様、

役所関係などのお仕事をさせて頂いております。エリアも栃木県内はもとより、茨城・群馬・千葉・東京・

兵庫などでございます。 

企業としての考えは 

 創意工夫‥‥それは、企業とお客様の役に立ち、"価値"を創り出すことです。当社は”付加価値ある創意”

をモットーにまじめな姿勢で取り組んでおります。この価値は業種や時代、目的によって多少の違いはあっ

ても、本質は同じと考えお客様にとって”真の価値”を創造してまいります。私どもは常に消費者の方の目

線と、クライアント様の目線を大切にしながら広告を考えます。なぜなら、お客様やクライアント様にとっ

て魅力やメリットが生まれることが、消費や購買のきっかけとなる本来の広告であると考えているからです。

お客さまにとって最適な方法を、一生懸命考え・心を込めてしっかりとご提案していくことでお客様の信頼

を頂戴し、永くしっかりとつながるという姿勢で業務をおこなっております。 

 宇都宮ロータリークラブに入会をさせて頂きまして、ありがとうございました。今後は諸先輩方に学ばせて頂きな

がら、頑張って参りますのでご指導の程よろしくお願いいたします。 
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   磯貝 太 会員 

 

 

    この度、田中会員のご紹介により入会させていただきました。 

私は昭和 51年生まれの 36歳です。小中学校でバスケット部 

にいましたが、高校では野球部に入部しました。ホームセンター 

で安価で買い求めたグローブを持ち、練習を始め 2～3日経つと手がグローブのように腫れ上がってしまい

ました。軟式も硬式も分からぬレベルでの入部にルールも分からないのではないかと言われました。硬式

のグローブを買うのに練習終了後、近所の焼き肉店でアルバイトしたこともあります、授業中はよく寝て

いたのでよく先生に怒られました。当時の練習は大変厳しい時代でした何度も何度も辞めようかと思いま

したが３年間続けることができました。最後の大会は１回戦で負けてしまいましたが負けた悔しさよりも

３年間野球を継続できたことに涙がとまりませんでした。３年間の野球部生活は良い経験ができました、

経験は宝です、いや財産です。 

    高校卒業後、大高商事(株)入社し、8年間営業及び現場で活動させていただき、平成 16年ウィズテック

(株)に入社し、平成 24年 4月に代表取締役に就任しました。 

    従業員数・パート・アルバイトを含め、約 40名で、総合ビル管理業です。その他一般廃棄物・産業廃棄

物の収集運搬業務・アウトソーシング事業も行っています。ビル総合管理では、ホテル・病院・学校関係

のメンテナンス。又は、住宅メーカー新築時の清掃や中古物件ハウスクリーニング業務も行っております。 

    価格競争が激しくなる時代となり、大手に立ち向かう事は中々大変になりました。毎日同じことをして

いても、人の倍以上働いても人件費が重なり売り上げは伸びません。 

    平成 17 年 18 年と相次いで両親を亡くした時、両親の住まいに残された様々な物。2 世代に渡り生活し

てきた物を片付ける事がとても大変でした。そこで平成 20年から遺品整理・回収・介護施設へ入居される

方の整理・回収等のお世話をし、最近では離婚された方の住宅の整理・回収も行っています。 

    時代の流れに伴い、同じことをしていても前に進めません。人と変わったことをウィズテックは求めて

います。 

    私は、従業員に毎日言っていることがあります。「人は年齢と共に磨かれ輝く、悲しみを知らぬ者に何の

愛が語れよう。苦しみから逃げる者に何の希望を語れよう。涙に出会う事に人の真心は清められ、人が生

きて行くという事は体験によって輝きを増して行く。」家族には、人を大切にする人は人から大切にされる。

子供に人とは何かと問われ、友達を大切にする人は、友達から大切にされる。人は一人では何もできない。

困っている人がいたら助けてあげなさい。と言いました。 

    このような私ですが、宇都宮南ロータリークラブに入会できました事を感謝致します。どうぞよろしく

お願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RID2550 Utsunomiya South Rotary Club 

出席報告  若林博純 委員長 

会員数 45名  前々回 8月 25日 

出席数 31名   訂正率  100％ 

欠席数 14名      納涼家族会 

出席率 75.61％   

 

   

  9 月 12 日(水) 外部卓話 帝国データバンク 

 



 

    外部卓話  8 月 29 日 

 

    日光アイスバックス監督 

 

村井 忠寛 様 
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