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+++ 2013-2014 年度  第 1614 回例会 

宇 都 宮 南 ロ ー タ リ ー ク ラ ブ 会 報 
 

会長：小塚照夫  幹事：中野智之  会報委員長：佐々木隆 

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      角田 充由 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 親睦委員 

    

   §太田 照男 様(宇都宮東 RC) 

§髙久 多美男 様(株式会社コンパスポイント代表取締役・卓話者) 

     

    会長挨拶     小塚 照夫 会長 

 

 皆様こんにちは。 

 新しい暦が始まり 2 週間経ちました。この間、お正月と言う昔ながらの伝統を受け継ぐ行事

がいくつもあります。初詣、書初め、七草粥、鏡開き、どれを取っても今の日常生活において

は非現実的なものばかりです。多種多様に変化する今の社会においては、時代遅れのしきたり

の遺産かも知れません。店も元旦から開かれる時代、デパートも福袋商戦が始まり、形ばかり

のお正月と言う名をとどめています。このお正月と言う古来伝達的な風習を考えさせられる週

でした。 

 本日は「葉っぱと根っこ」と言う題名で株式会社コンパスポイント代表取締役 髙久多美男様

に卓話をお願いしております。髙久様よろしくお願い致します。 

 

    幹事報告      中野 智之 幹事 

 

   §本日例会終了後、理事役員会を開催致します。 

    

    委嘱状 

 

   2015-2016年度 第 2550地区 ロータリー情報委員 仲田 俊夫 会員 

1月 第 2例会 

2015年 1月 14日(水)    会員数 46名 出席 33名 

tel:028-635-5511


RID2550 UTSUNOMIYA SOUTH ROTARY CLUB 

 

    米山記念奨学会 功労者表彰 

 

    第 6回 若月章男会員・村上芳弘会員  

    第 5回 鈴木秀明会員・笠原正人会員 

    第 4回 田村一夫会員・関 亨一会員 

若林博純会員・山本幹夫会員 

荻原英美会員 

    第 3回 村田宏明会員・関口 隆会員 

    第 1回 小塚照夫会員・坂井俊司会員 

菅野孝祠会員・佐々木隆会員 

           

    スマイル BOX委員会報告  山本 敬三 委員 

 

   §藤井康夫副会長 コンパスポイントの髙久様、本日の卓話、よろしくお願い致します。寒い日

が続きますが、皆様お体に気を付けて下さい。 

   §中野智之幹事 髙久様、卓話ありがとうございます。 

   §田口久雄会員 髙久多美男様、本日の卓話よろしくお願い致します。どんな話を聞かせてもら

えるかとても楽しみです。本日は妻の誕生日です。例会場の入り口で菅野さん

に「お花を届けておきました」と言われて気が付きました。すっかり忘れてい

ました。奥さんごめんなさい！ 

   §塩田 潔会員 今日は、コンパスポイントの髙久社長様の卓話を楽しみに参りました。寒い毎

日が続きますが、皆さん風邪等ひかないように頑張りましょう。1月 18日(日)

は新入会員の研修がグランドホテルにてあります。当クラブは私を含めて 10名

参加です。真面目に勉強して来ます。 

   §鈴木秀明会員 髙久社長、久しぶりです。ジャパニスと愛読しています。 

   §村上芳弘会員 今年初めてゴルフをしました。スコアは 90回でした。私にとっては良いスコア

でした。 

   §荒井健次会員 先週の新年例会で、20年になりました。節目の年です。本年は身体に気を付け、

会社も 41年目に入りますので、仕事もレジャーも、ゴルフも元気にやって行き

たいと思いますので、よろしく御指導お願い致します。 

   §平澤照隆会員 本年は未年です。過去を紐解くと地震の多い年だそうです。防災には充分注意

しましょう。 

   §田村一夫会員 新年早々ちょっと良い事がありました。 

   §藤島 拓会員 春が待ち遠しいです！！「春よ早く来い！！」 

   §酒澤伸二会員 年末年始で子供達がインフルエンザ、RS ウイルス、手足口病と次々かかりまし

た。でも元気に育っています。 

   §荻原英美会員 27年度税制改正大綱が決定しました。法人税実効税率が 34.62％⇒32.11％に下

がります。結婚子育て資金贈与 1,000 万円まで非課税、財産債務明細書用提出

義務 2,000万円超が 3億円超になります。本年もどうぞよろしくお願いします。 

   §田中正夫会員 連休は静岡方面でした。冬の富士山はさすがに美しかったです。 

   §山本敬三委員 入会 5年目になります。 
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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 16,000円 

亘理ロータリークラブワンコイン支援           今週の金額    914円 

甲子園募金                        今週の金額  5,250円 

 

    外部卓話 

 

     

(株)コンパスポイント 

   代表取締役 髙久 多美男 様 

 

   「葉っぱと根っこ」 

 

●私は零細企業の経営者だが、２つだけ胸を張れることがある。 

ひとつは約 28年間、病気で休んだことがないこと。もうひとつは、朝起きて「今日は嫌だな」と

思ったことがないこと。 

●なぜ、そうなのか？ 本質に基いて生きてきたから。 

●では、本質とはなにか？ 

●「本」という字に、その意味が示されている。「本」は「木」と肥点（はじめは点、後に横棒に

変形）で構成され、「木の下の方、つまり根の方に大切なものがありますよ」と教えてくれてい

る。ちなみに、木の上の方に肥点があれば「末」となる。 

●日本語で重要な字の多くは「本」がつく。本社、本気、本音、本当、本拠地、本丸、手本など。 

●私の仕事は広告会社（株式会社コンパス・ポイント 1987 年創業）の経営と季刊誌『Japanist』

（2009 年創刊）の編集・発行、本の執筆、「本質・本源を求める」と冠した多樂塾など。編集に

は多くの時間を割いている。 

●取材対象者は「世の中にとって、いい人・いい組織」。大木をイメージし、その人が本質的な行

動をとっているかどうかを判断している。 

●取材は、２〜８時間かける。 

●今までに取材した人は 200人を超えるが、その多くが「人生の成功者」である。 

●彼らには多くの共通点がある。それらを要約すると、以下の４つに絞られる。 

１ 自分がやるべきことを明確に意識し、その向上のために学び続けている。 

２ 少し成果が上がっても、謙虚である。自分の未熟さをより強く自覚する。 

３ 利己的ではなく、利他である。 

４ 自分の未来に対し、楽観的であり、仕事が好きである。 

以上、４点はすべて本質的である。 

 

●日本をテーマにした雑誌を発行し続けることによって、日本の良さ、日本民族の底力に気づい

た。 

●明治４年、廃藩置県という大改革が断行されたが、その翌年に出版された『学問のすすめ』は 70

万部以上売れている。当時の人口は約 3500万人。当時は書籍の値段も高く、簡単に入手できない。

しかも、教養書、啓発書であることを考えると、驚異的な数字である。 
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●７世紀後半に編纂された『万葉集』には約 4500首の歌が収められているが、天皇、貴族、防人、

浮浪者など、身分を越えて選ばれている。少なくとも５世紀前後には多くの日本人が歌を詠んで

いたと推測できる。当時、ヨーロッパでは殺戮の歴史が繰り返されていることを考え合わせると、

日本人の教養と文化、そして安定した社会を構築したということは特筆すべきことである。 

●ただ、日本人にも欠点はある。行き着くところまでいかないと自ら変革できないということ。現

在、国の財政状況は世界最悪だが、そのことを改善しようとしていない。今の状態がこれからも

続く保証はない。 

（日産も自ら再生できなかったが、国の場合は外交人のトップリーダーを抜擢する以外にない） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    プログラム 

 

月  日 時  間 内  容 

1月 21日(水) 12：30～13：30 クラブフォーラム：趣味のサークル 

1月 28日(水) 12：30～13：30 

外部卓話：和菓子の話 

御菓子司 濱田屋本店 

店主 田崎 岳司 様 

 

月  日 時  間 内  容 

2月 4日(水) 12：30～13：30 

外部卓話：義理人情とやせ我慢  

宇都宮鳶木遣り保存会 

会長 古川 芳男 様 

2月 11日(水) 法定休日 休会 

2月 18日(水) 12：30～13：30 
会員卓話：我が人生を語る 

 安齊 誠一 会員 

2月 25日(水) 
12：30～ 

（11:00より開場） 

移動例会：IFC宇都宮製菓専門学校 

   蕎麦打ち教室 

   そばの実 店主 安藤 英二 様 

 

出席報告  田島 久夫 委員 

 

会員数  46名  前々回 12月 31日 

出席数  33名  訂正率 特別休会 

欠席数  13名     

出席率  80.48％  

 

次回例会 

 2015年 

 1月 21日(水) クラブフォーラム 

      

       趣味のサークルについて 


