
 

 

2012-2013年度 第 18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 1506 号         

 2012 年 10 月 31 日     会員数 45 名 出席 30 名 

 

 

    司  会     田村一夫 Ｓ.Ａ.Ａ 

    §ロータリーソング「奉仕の理想」 

 

    ビジター紹介   坂井俊司 親睦・家族委員長 

    §佐伯秀利 様(宇都宮北 RC)  §朴 美玉 さん(米山奨学生) 

 

    会長挨拶     荒井健次 会長 

     皆さんこんにちは。 

     だいぶ寒くなり、先週、奥日光では初雪が観測されました。これからは寒さが増して参りますので、

風邪をひかないように気を付けて下さい。 

     私事ですが、先週、巨人軍の堀内恒夫元監督の講演に行って参りました。46 年前に巨人軍に入団し、

投手として活躍するのですが、子供の頃、実家でほうとうの切断機作業する際、誤って人差し指の先を

切断してしまい、少し短くなっているそうです。ボールを投げる時、人差し指が早く離れ中指での投球

になり、カーブの変化が大きくなったことが活躍の一因だそうです。改めて聞いてみないと分からない

事でした。 

     10 月 27 日(土)奉仕プロジェクト委員会の国際奉仕委員会の安齊委員長との懇談会を開きました。理

事会を通し、報告したいと思います。 

     私の年度に入り、3 分の１が終わりますが、まだまだ 3 分の 2 が残っておりますので、委員会活動や

会員の皆様のご協力をお願い致します。 

     本日の会員卓話は、菊池パスト会長と新入会員の杉本会員です。よろしくお願い致します。 

 

    幹事報告    小林 裕 幹事 

§第 2550地区世界平和フォーラム開催のご案内が届いております。(回覧) 

    §11月 10日(土)大通りクリーアップ作戦を実施致します。（別記）ロータリアンとして、奉仕の精神を

発揮する場です。奥様お子様のご参加を求めます。全会員家族や社員、友人等と一緒にたまには良い

汗を流しましょう。 

    §昨日 EAX致しました荻原会員のお母様お亡くなりになりました。謹んでお悔やみを申し上げます。 

    §社会福祉法人 栃木いのちの電話 理事長青木勲様より、お礼状と広報誌が届きました。(配布) 

    §米光啓彌会員が千葉県の病院に入院しているとの事です。お見舞いに行かれる方は田村会員にお問い

合わせ下さい。 
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    社会奉仕委員会報告   藤井康夫 委員長 

     

§11月 10日(土)大通り清掃活動を行います。皆様のご参加をよろしくお願い致します。 

 集合：10：00 ホテルニューイタヤ １階ジャンバレー 

 開始：10：10  大通り 

 昼食：12：00 ホテルニューイタヤ 1階ジャンバレー 

 解散：12：45 

 

    米山記念奨学会報告   鈴木秀明 委員長 

 

   §米山記念奨学会 特別寄付にご協力戴いておりますが、来週が最後となりますので、よろしくお願い致し

ます。目標額に達成しない場合は延長とさせて頂きます。 

   §米山奨学生 朴 美玉 さんに奨学金の支給がございました。 

 

    亘理支援委員会報告   関口隆 会員 

 

   §亘理 RCより寄贈されました写真集をお持ちの方はお申し出下さい。 

 

    写友クラブ報告     関口隆 会員 

 

§11月 14日(水)≪紅葉の撮影会 初級編≫を開催致します。 

 集合：7：00 ホテルニューイタヤ 

 撮影場所：鹿沼 大芦川・古峰ヶ原 方面 

     到着解散予定：15：00 

     会費制 

    皆様の奮ってのご参加をお願い致します。 

 

    スマイルボックス委員会   磯貝 太 委員 

   

   §荒 井 健 次 会長 私の年度も 3分の 1が終わります。まだ 3分の 2がありますが、よろしくお願い致し

ます。 

   §小 林  裕 幹事 荒井年度も本日で順調に 4カ月が経過しました。皆様のご協力のお蔭です。 

§仲 田 俊 夫 会員 朝晩だいぶ涼しくなって来ました。体に気を付けてロータリー活動に励んで下さい。 

   §村 上 芳 弘 会員 昨日、宇都宮 RCに MUに行って来ましたが、南クラブが一番です。 

   §若 月 章 男 会員 先日、笠原さんのベンツで那須の平成の森へ行って来ました。乗り心地も紅葉も大変

良かったです。ありがとうございました。 

   §中 野 智 之 会員 今日も元気にスマイルします。 

   §高 久 和 男 会員 久しぶりです。申し訳ございません。 

   §藤 島  拓 会員 プロ野球の日本シリーズが盛り上がっています。早く来年の野球シーズンが来る事を

願ってスマイルします！！ 

 

RID2550  Utsunomiya South Rotary 



 

§田 口 久 雄 会員 前回の例会で、笠原さんが話をしていた UD タクシーを始めて先程ホテルのすぐ近く

の交差点で見ました。黒いボディーにカラフルなハートマークが鮮やかで、大変カッ

コ良かったです。感動しました！！スマイルします。 

§小保方信聴 会員 寒くなって参りました。全く政治の世界も困ったものです。いつの世も、我々人々は

大切にされる事はありませんね。でも、寒さに負けずに頑張って参りましょう。 

   §岩 本 一 男 会員 会員卓話楽しみにしています。菊池会員、杉本会員よろしくお願いします。 

   §酒 澤 伸 二 会員 先週は欠席して申し訳ありませんでした。 

   §菊 池  功 会員 本日、卓話です。よろしくお願いします。 

§杉 本 供 也 会員 本日、新人卓話を行います。お聞き苦しい点が多々あると思いますのでスマイルしま

す。 

§藤 井 康 夫 会員 本日、夫人誕生祝のお花ありがとうございます。 

§田 中 正 夫 会員 先日、気仙沼で、ひょんなことから土佐の漁師さんからお酒をご馳走になりました。 

§磯 貝  太 会員 会員卓話、菊池さん杉本さん頑張って下さい。よろしくお願いします。 

    

   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 

 

    会員卓話 

 

    菊池 功 会員 

     

    栃木県警の活動についてのお話がございました。 

 

 

 

 

     杉本 供也 会員 

 

   

本日は、新人卓話ということで、簡単ではございますが、 

私の事をお話させて頂ければと思います。 

 

年は、41歳、妻と 10歳になる息子が一人おります。 

仕事は、無限デザインの代表取締役をしております。 

無限デザインの事業内容としまして、まず一つ目は広告代理店をしております。私どものお客様のと

ころに、少しでも多くの人を集めたり、お客様が取り扱う商品を、より正確に伝えるお手伝い等をして

おります。広告代理店というと非常に聞こえがいいかもしれませんが、会社を作って丸 8 年間この仕事

をしておりますが、お客様の会社の社長の側に寄り添い、かゆい所に手が届く、何でも屋的な存在にな

ってきたと、ここ最近、感じる事が多くなってきました。それだけ、私たちの業界も、多種多様になっ

てきたんだなと思っております。 

二つ目は、ケンブリッジ YLEという英会話スクールを運営しております。こちらは、宮祭りでみこし

を、先頭きって担ぐような変なアメリカン人講師を中心に、ネイティブな英語を学ぶことをモットーに、

運営しております。 
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私は、33歳の時に独立し、自分で会社をつくったのですが、そのきっかけとなったのが、十数年前に

さかのぼります。 

当時、私はまだ 20代の半ばで、東京の RCPという会社におりました。RCPとは【リクルートコンピュ

ーターパブリシング】の略で、リクルートが出版する、雑誌や本を専門で印刷する会社でございます。

そこで、今はもう廃刊になっているとおもうのですが、就職ジャーナルや、本を紹介する本で、当時は

物議をかもした雑誌、【ダビインチ】等を担当しておりまた。RCP は、DTP【デスクトップパブリシング】

という印刷業界では画期的な手法を日本で最初に導入したといわれております。 

DTPがどれだけ画期的かといいますと、少々乱暴ないい方をしますが、DTP導入以前の印刷までの作業

工程と比較すると、紙媒体を出すまでには、それぞれ、デザイン、版下作成、製版がそれぞれの専門家

に分業化されていたのですが、DTP ではこれらすべてコンピュータを操作するただ 1 人の作業者が行う

ことが可能となるものでした。そんな、印刷業界では最先端の会社で業務を行ううちに、広告の重要性

やおもしろさを感じるようになり、紆余曲折を経て、自分で広告代理店を始めるに至りました。 

卓話としては、このようなところなのですが、ここからは少々余談なのですが、当時、私が担当して

おりました、ダビインチの編集部に、ちょっと変わった女性編集者がおりまして、その方がよくおっし

ゃっていた事があります。さすが、本を紹介する雑誌の編集者だけあって、こんな事を言っておられま

した。 

「皆が同じ本を読んでも、考え方や感想は、十人十色で、本を読んだ感想で、その人の人間性が私に

はわかる。」といわれ、私も当時、何冊かの本の感想文を提出させられた事があります。私も、必ず実践

しているのですが、人を雇い入れるときに、一つのテーマについて、作文をかいてもらいます。それが、

どんなテーマでも構いませんが、【親指】についてでもいいでしょうし、【好きな女性のタイプ】につい

てでもいいと思います。原稿用紙、1枚でもいいですし、10枚でもいいとおもいます。とにかく作文を

提出してもらいます。不思議と履歴書や何時間もの面談よりも、比べ物にならないくらい、その人の人

間性が不思議とわかります。 

ここにいらっしゃる皆様は、人を使う立場の方たちばかりでしょうから、是非一度試していただけると

おもしろいと思います。 

卓話は以上になりますが、経営者として、人生の先輩として、今後ともご指導の程、何卒よろしくお

願い致します。 
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出席報告  中野智之 委員 

会員数 45名  前々回 10月 20日 

出席数 30名   訂正率  100％ 

欠席数 15名    

出席率 71.43％   

 

  

 11 月 7 日(火) 外部卓話 

         野村不動産 株式会社 

         問田 和宏 様 


