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    司 会      磯田 賢 S.A.A 

    

● ロータリーソング「我らの生業」 

 

    ビジター紹介   物井 栄三郎 親睦・家族委員 

 

   §熊本勇治 様 (地区インターアクト委員長・宇都宮 RC) 

   §川名 悟 様 (地区幹事・宇都宮 90RC) 

   §西山 穣 様 (宇都宮陽北 RC会長)  

§吉田芳生 様 (宇都宮陽北 RC幹事)  

§河野慶太 様 (宇都宮陽北 RC) 

§笠原隆行 様 (宇都宮さつき RC) 

 

    会長挨拶     小塚照夫 会長 

 

皆さんこんにちは。 

     本日は多くのビジターの方にお出で戴きましてありがとうございます。 

大型と言われました台風 18 号が、6 日に東日本に上陸し、足早に通り過ぎて行きました。本

県では深刻な傷跡を残すことなく、一安心しているところでございますが、早くも次の台風が

発生しており、日本上陸の心配もあるようですので緊張感を持って行きたいと思っております。 

     今月は行事の多い月で、15日は佐貫ガバナー補佐訪問、29日が長嶋ガバナー公式訪問となり

ます。皆様のご協力で一致団結してお迎えしたいと思いますので、よろしくお願い致します。 

     本日は、職業奉仕卓話として村上芳弘会員に卓話をお願いしております。よろしくお願い致

します。 

    幹事報告       中野智之 幹事 

 

   §次週はガバナー補佐訪問となりますので、皆様のご出席をお願い致します。 

   §現況報告書が完成致しましたので、レターボックスに配付致しました。  
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    地区表彰 

 

   地区功労賞  

村上芳弘 第 3 グループ B ガバナー補佐 

 

 

 

    

    ロータリー財団委員会報告   喜内敏夫委員長 

 

     ロータリー財団月間は 11 月ですが、本日の例会より特別寄付の受付を開設致しました。22

日の例会では、地区委員の斎藤一郎様に卓話をお願いしております。皆様のご協力をよろしく

お願い致します。 

 

    スマイル BOX 委員会報告  青木克浩 委員長 

 

   §藤井康夫副会長 月曜日台風が来て、また来週 台風が来るそうです。皆様お気を付け下さい。 

§中野智之幹事 本日は村上会員、卓話よろしくお願い致します。ありがとうございます。 

   §村上芳弘会員 今日の卓話、よろしくお願い致します。 

   §安齊誠一会員（職業奉仕委員会リーダー）村上さん、本日の卓話、よろしくお願い致します。 

   §藤島 拓会員（職業奉仕委員長）村上さん、本日の卓話、ありがとうございます。楽しみにし

ております。 

   §笠原正人会員 今日は、村上さんの「我が人生を語る」を楽しみにして来ました。どんな話が

飛び出すか、興味深々です。 

   §塩田 潔会員 村上さんの卓話を楽しみに来ました。先週は欠席しました。申し訳ありません。 

   §若月章男会員 今日は村上さんの素晴らしい卓話を楽しみに出席しました。 

   §仲田俊夫会員 村上様、卓話楽しみにしています。 

   §坂本昭一会員 村上様の卓話「我が人生を語る」楽しみにしております。 

   §山本敬三会員 村上さんの「我が人生を語る」ありがとうございます。 

   §喜内敏夫会員 11 月 1 日～3 日までスペシャルオリンピックスの全国大会が福岡で開催されま

す。今週から募金活動を行いますので、よろしくお願い致します。全国大会は 4

年に 1度の行事で、栃木県から 43名の選手団で参加致します。 

   §関 亨一会員 秋季高校野球、南高校優勝おめでとうございます。 

   §鈴木秀明会員 宇都宮南高校、秋季野球大会優勝、おめでとう。 

   §荻原英美会員 医療介護養成講座、3か月講座がやっと終わりました。また、先月 9月 1日より、

社長を息子に譲り、会長になりました。今後ともよろしくご指導されますよう

お願い致します。 

   §田中正夫会員 日曜日に岩国から飛行機で戻りました。台風の影響で大揺れでした。 

   §磯貝 太会員 先日、駐車場に車を停めておいたら、左ドアを当て逃げされへこみ!!台風が来

て子供の運動会は中止になり、ついてない週でした。今週はツキがある週にし
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たいです。 

   §小林 裕会員 今更ながら野球部バンザイ。 

   §高久和男会員 青木君こんにちは。スマイルします。 

   §青木克浩委員長 台風一過で素晴らしい天気ですが、宇都宮は本当に災害の少ない良い所だと、

つくづく感じスマイルします。 

                 

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 20,000 円 

  

    職業奉仕卓話 

 

   村上 芳弘 会員 

 

「我が人生を語る」 

 

    川名悟地区幹事(宇都宮 90RC)にわざわざお忙しい中、 

御出席戴いた事に感謝申し上げます。 

又、宇都宮さつきロータリークラブの認証状伝達式が 

開催されますが、我々のクラブメンバーも多数出席致します。私も協力者の一人として嬉しく思

っています。 

ガバナー月信 8月号に飯村年度で会員増強が第 2550地区で 18年振りに純増 53名を達成。その

内、宇都宮南ロータリークラブは 4 名の純増でした。改めて直前会長の仲田さん、そして皆様に

心から感謝申し上げます。 

今日の卓話は、高久プログラム委員長から「我が人生を語る」というテーマを戴き、職業奉仕

委員長の藤島さんからは、職業奉仕月間なので職業奉仕について話して欲しいとの依頼がありま

した。 

「職業奉仕」について、ロータリークラブには基本的に 5つの奉仕があります。 

１．クラブ奉仕 

２．職業奉仕 

３．社会奉仕 

４．国際奉仕 

５．青少年奉仕 

 我がクラブはこの 5 つの奉仕委員会で組織されています。この中で、「職業奉仕」が一番 形に

表しにくいと思います。職業奉仕自体が通常「日本語」の言葉にはありません。ロータリー用語

の独特な一つだと思います。この言葉を理解する事から入るから難しいと思います。普通に考え

れば「自分の仕事に精を出すこと」これがロータリーの職業奉仕の原点だと思います。ですから

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」とも言われます。「人づくり」

「社員教育」なくして会社(企業)が成功したケースは全くないのです。 

ロータリーでの勉強と言いましょうか、お互いに吸収し合った事を会社で生かす事だと思って

います。「ロータリーの目的」や「四つのテスト」も職業奉仕の原点で、これは現況報告書のトッ

プに掲載されています。ロータリーの例会に出席しない会員には成功は難しいと言う人もいます
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が、それは例会の内容が大切だとの表現で、だからこそ、ロータリーの例会はそれだけ重要にし

なければならないと思っています。 

例会の重みは、それなりの立場の方が例会に出席しますし、例会の内容の重みを感じ、理事会

等でしっかり指導し、卓話の内容を検討する事が大切です。47 名の会員が貴重な時間と金をかけ

て出席するわけですから、その重みを我々は感じ、より良い例会にする事が大切です。例会に出

席して、会員同士がお互いの情報を交換し、切磋琢磨する事だと思います。高久委員長一人に任

せず全員で協力し合いましょう。 

私の職業分類は「石油販売」です。一介の「あきんど」です。よく言われますが、近江商人の

「三方よし(売り手よし、買い手よし、世間よし)」の教えが「あきんど」と言われています。世

間お願い役に立っているか、買い手のお客様に喜んで戴いているか、その結果として自分にも利

益がもたらされるという考えが近江商人の教えです。 

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、それよりも重要なのは、「人」という事です。人材育

成であり、接客や応対、そして誠意です。更に相手に対して心からの「感謝」と「気遣い」「心遣

い」が大切で、総括してこれがサービス、おもてなしだと思います。この無料サービスこそ、中

小零細企業として生き残りの最大の作戦で戦略だと思います。どうか「ロータリーに入会して良

かったなぁ」と思える宇都宮南ロータリークラブにお互いにしたいと思っています。ただし、ロ

ータリーは息抜きの場でもあり、楽しいロータリークラブでありたいと思います。我がクラブの

若い会員の方々、黒崎さん、磯貝さん、角田さんなど若い人に接する事が出来るのもロータリー

の楽しさの一つでもあります。我々年寄りをこれからもよろしくお願いします。 

「我が人生を語る」テーマとして経歴をお話します。 

・昭和 46年 3月(株)村上に入社。 

・昭和 52年 12月(株)村上を退社 

・同年月 日東石油(株)設立 

・昭和 55年 10月(株)村上常務として再入社 

・平成 10年(株)村上は石油業界より完全撤退 

・平成 10年 4月より越戸ＳＳ日東石油(株)に戻り事務所スタート(アパートの 1室を借りる) 

    (株)村上時代の 5 人程が一緒について来てくれてスタートしました。夢や希望があるかと言う

より「倒産させないぞ」という執念でした。当時の石油業界は最悪でした。沢山のＳＳの撤退、

倒産 閉鎖などが相次ぎ、それは現在も続いています。こうした業界の中で生き残る為に何をすれ

ば良いのか。倒産して迷惑を掛けないようにする為には何をどう対策を立てるかでした。(株)村

上からの資金援助や物品援助は一切受けず、まさに裸一貫のスタートでしたから、業界では倒産

するだろうと思われていました。ですが、お蔭様でロータリークラブのメンバー、沢山の方々に

助けて戴きました。今でも心から感謝しています。 

    私は生きる為には、すきま産業(隙間産業)だと結論を出しました。では、石油業界の隙間産業

とは一体何なのでしょう。 

    20年程前から元売りは合理化を合言葉にアメリカ方式のセルフスタンドを導入しました。「特約

店、販売店に対して経費を詰めよ、人件費をかけるな、お客様の目線よりも売る側の目線で合理

的に商売をしなさい。」私はこの通りにしていたら必ず倒産すると思いました。 

   「そうだ。この逆をしよう。」きめ細やかなサービスとお客様の目線でのサービスを提供しようと
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いう事です。軽油、灯油、Ａ重油の非常に手間のかかる配達を徹底しようと 18年前ですが営業を

全力で行いました。配達する為の運転手やローリーの増車とどんどん投資して行くうちに、アパ

ートの一室の事務所では手狭となり、油槽所(配送センター)も必要、本社事務所としての開設や

ローリーの増車と一気に投資額も増加しました。 

    私はこうした厳しい環境を与えられた事に、今は感謝しています。強い信念、そして大袈裟に

言えば執念であったのかもしれません。 

    年齢を重ねて考える事は、「よくやったなぁ」と自分で自分を褒める事。決して自慢する訳では

ありません。明日に向かう自分に対する激励でもあります。では、「人生にとって何が大切か」「何

で評価されるのか」人間はどんな人でも必ず人生の終わりの日が来ます。全ての人の絵画であろ

うと宝石であろうと、何であろうと他の人に自然と移ります。そして富や名声は消え失せます。

大切な事は、何をやり遂げたかであり、何を与えられたかです。 

   大切な事は、私自身が価値のある人間であったかです。 

   大切な事は、私が学んだ事を全て自然と教えたかです。 

   大切な事は、他の人を勇気付け、力付け、貴方の高潔性、同情心、勇気や犠牲を伴う行為であっ

たかです。 

   大切な事は、貴方の人格です。 

   大切な価値ある人生は、突然に生まれるものではなく、環境によるものでもなく、それは、貴方

の選択によるものであります。最後に人間として人生をどのように生きるかは自分自身が決める

事です。それが大切だと思います。 

    私より優れた方が沢山いらっしゃる中で卓話を 

させていただき感謝申し上げます。卓話をする事 

は、自分の為であり、これからの決意というか指 

針になる事だと思います。皆様から沢山の事を教 

えられ、指導して戴きました。 

「感謝」と「お蔭様で」の言葉で結びたいと思い、 

私の母の書いてくれた「生まれてよかった」と 

思える人生をこれからも歩みたいと思います。 

    本日は、ありがとうございました。 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

出席報告  嶋田辰雄 委員長 

 

会員数  47 名  前々回 9 月 21 日 

出席数  32 名  訂正率 100％ 

欠席数  15 名     地区大会 

出席率  78.49％  

次回例会 

   

 10 月 15 日(水) ガバナー補佐訪問 

     RI2550 地区 第 3 グループ B 

     ガバナー補佐 佐貫 直通 様 
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    プログラム 

 

 

月  日 時  間 内  容 

10 月 8 日(水) 12：30～13：30 
職業奉仕 卓話 

我が人生を語る  村上芳弘 会員 

10 月 15 日(水) 12：30～13：30 

ガバナー補佐訪問 

RI 第 2550 地区 第 3 グループ B 

ガバナー補佐 佐貫直通 様 

10 月 22 日(水) 12：30～13：30 
ロータリー財団 卓話 

地区委員 斎藤一郎 様 

10 月 29 日(水) 12：30～13：30 

ガバナー公式訪問 

RI 第 250 地区  

ガバナー 長嶋一郎 様 

 


