
RID2550 UTSUNOMIYA SOUTH ROTARY CLUB 

 

+++ 

 

会長：藤井康夫  幹事：坂井俊司  会報委員長：関口隆 

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      枝野 修一 S.A.A 

    

● 国歌斉唱「君が代」  ● ロータリーソング「奉仕の理想」 

 

    ビジター紹介   磯貝 太 親睦・家族委員長 

    

§ 新保良春様・河村剛志様(コスモ石油株式会社) 

§ 植木揚子様(入会候補者) 

§ カオ・ホワイ・ヴ君(米山奨学生) 

 

    会長挨拶     藤井 康夫 会長 

    

 皆さんこんにちは。 

 大島スミ子さん、ご入会おめでとうございます。今後のロータリー活動、期待しておりますの

でよろしくお願い致します。そして、植木様ぜひ私達の仲間になっていただければ、とても嬉し

く思いますので、よろしくお願い致します。コスモ石油販売の新保様、河村様ようこそお越しく

ださいました。どうぞごゆっくりご歓談ください。米山奨学生のカオ君頑張って下さい。 

 先週 8月 28日(金)第 1回第 3グループ会長幹事会が開催されました。そこで話題になりました

のはガバナー公式訪問の内容です。当クラブは 9月 30日(水)夜間例会となります。皆様のご協力

をよろしくお願い致します。 

 本日も良い日であります様にご祈念致します。 

 

    幹事報告     坂井 俊司 幹事 

    

§9月のロータリーレート 1ドル＝124円 

§ガバナー事務所より、基本的教育と識字率向上月間のご案内が届いております。(回覧) 

 

 

 

9 月 第 1 例会        

2015 年 9 月 2 日(水)    会員数 47 名 出席 31 名 

TEL:028-635-5511
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    新入会員 入会式 

    

大島スミ子 会員 

 

東亜警備保障 株式会社 代表取締役 

 

 

 

    皆出席報告     物井栄三郎 出席委員長 

    

磯貝  太 会員 2012 年 8 月より満 3 ヵ年 

 

酒澤 伸二 会員 2014 年 7 月より満 1 ヵ年 

 

 

 

    9 月のお祝い事    磯貝 太 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 ・ 角田充由会員 社会福祉法人南都会 

    結婚記念 青木克浩会員 

 

    米山記念奨学会 

    

   §米山奨学生 カオ・ホワイ・ヴ君に奨学金が支給されました。 

 

    スマイル BOX 委員会報告   角田充由 副委員長 

    

§藤井康夫会長 大島スミ子様、入会おめでとうございます。今後のロータリー活動、期待して

おります。植木揚子様ぜひお仲間になれます様に。村上会員、本日の卓話、よ

ろしくお願いします。 

   §坂井俊司幹事 大島さん、新入会おめでとうございます。心より歓迎致します。また、本日は、

村上会員の卓話、なかなか聞けない貴重なお話、楽しみにしています。 

   §仲田俊夫会員 大島さん、ご入会おめでとうございます。 

   §田口久雄会員 大島スミ子様、入会おめでとうございます。スマイルします。 

   §村上芳弘会員 今日の卓話、よろしくお願い致します。 

   §坂本昭一会員 村上様の卓話にスマイルします。 
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   §若月章男会員 うっとうしい天気が続きますが、今日は村上さんの格調高い卓話を大変楽しみ

にしています。 

   §喜内敏夫会員 9月第1日曜日の9月6日は栃木県山岳連盟の恒例の那須岳清掃登山があります。

山歩きの会の方の参加をお願い致します。 

   §安齊誠一会員 毎日いやな天気が続いていますね。明日からホーチミンへ行って来ます。本日

は村上さんの園遊会の話、楽しみにしています。 

   §塩田 潔会員 今日、出張で出られないはずだったのですが、村上先輩の卓話なので頑張って

参りました。よろしくお願い致します。 

   §藤島 拓会員 村上さん本日の卓話、楽しみにしておりました。よろしくお願い致します。明

日、森グランドで陽北クラブさんとナイターの野球試合を行います!!雨が降ら

ないように願ってスマイルします!!(注)野球部のレジェンド(神)3 人(笠原さ

ん・村上さん・塩田さん)が居るので、森グランドだけは晴れると思いますので、

応援お願いします!! 

   §鈴木秀明会員 明日、9月 3日は会社の創立記念日です。43年位かな？ 

   §嶋田辰雄会員 8月 30日(日)に第 1回宇都宮南 RCゴルフ部コンペを開催しました。結果は優勝

村上会員、準優勝 私嶋田、第 3 位 角田会員でした。報告方々スマイル致しま

す。(2,000円の内 1,000円は罰金の残りです) 

   §中野智之会員 先日のゴルフ部のコンペではお世話になりました。楽しい 1日でした。 

    

   §平澤照隆会員 先月は各寺院のお施餓鬼の為、出席できませんでした。今月より努力します。 

   §田中正夫会員 お寺の本山での研修旅行のため、先週例会を欠席してしまいました。その埋め

合わせとして税務調査立会い中ではありますが、本日の理事会に出席します。 

   §高久和男会員 スマイルします。 

   §角田充由会員 先週日曜日、南ロータリーの第 1 回ゴルフ部のコンペに参加させていただきま

した。今後も盛り上げて行きたいと思います。本日は、村上会員の卓話、楽し

みにしております。 

    

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  31,000 円 

 

    インターアクト委員会報告    山本敬三 委員長 

    

   §8月31日(土)に開催される南風インターアクトバザーへのご協力のお願いを致しましたところ、

26名 95点の商品を拠出いただきました。皆様のご協力に感謝致します。 

    尚、当日は 10：00開催となりますので、皆様のご参加をよろしくお願い致します。 
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    会員卓話  

    

   村上 芳弘 会員  日東石油株式会社 代表取締役 

 

   「春の園遊会と御料牧場について」 

 

 

昨年の小塚会長年度の時、皆様の計らいで祝賀会を開催して頂き、 

改めて心から感謝申し上げます。これも皆様からの日頃からの御指導の賜物と御礼申し上げます。 

私は、今年の 2 月に宇都宮南ロータリークラブ一部の方に御出席をいただき、祝賀会を開催致しま

した。南は大阪、北は青森からの出席の方もいらっしゃいました。宇都宮南 RCの方々には突然のエー

ルを送っていただき、感謝申し上げます。お陰様で心のこもった祝賀会になりました。ありがとうご

ざいました。 

 

今日の話は「園遊会」と「御料牧場」の事ですので、園遊会はいかがでしたか？ 主催者はどなたで

すか？と問われますので、その話をしたいと思います。 

 

場所は赤坂御用地で、敷地内には 

① 東宮御所 ②秋篠宮邸  

② 三笠宮東邸（旧寛仁（ともひと）親王邸 

③ 高円宮邸 ⑤赤坂東邸があり、 

その他に園遊会等が開催される赤坂御苑があ 

ります。 

赤坂御用地の総資産は 2兆円とも言われて 

います。赤坂御用地は元々皇室財産でありま 

したが、第二次世界大戦と日本国憲法の発布 

とともに日本国有に移されました。赤坂御用 

地の北東には迎賓館が隣接しています。 

 

赤坂御用地にお住まいになってらっしゃる方は、 

1.東宮御所は皇太子徳仁(なるひと)親王一家の御所 

2.秋篠宮邸は秋篠宮家の宮邸 

3.三笠宮邸は三笠宮家の宮邸 

4.高円宮邸（たかまどのみや）は三笠宮邸に隣接 

5.三笠宮東邸（とうてい）は三笠宮邸に隣接 

髭の殿下と親しまれ、3年前に亡くなられた三笠宮寬仁（ともひと）親王邸など 4つの宮家の方々がお住

まいになっています。 
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そして赤坂御苑は表紙(冊子)の写真です。 

この写真は私が撮りました。笠原さんのような 

プロの写真ではありませんし、私の 5,000円 

のデジカメですが、一応観る事が出来ると自 

画自賛しています。赤坂御用地の中央に位置 

する池を中心とした回遊式庭園があります。 

判り易く言えば、皇太子ご一家や宮家の方々の 

「共通のお庭」みたいなものです。もちろん皆 

様も知っての通り、一般市民の赤坂御用地への 

立ち入りは原則として禁止となっています。 

 

 

又、皇居や赤坂御用地など広大な面積を警護するのは皇宮警察で、今年も 30数名の採用が決定しており

日々訓練を重ねております。 

騎馬護衛、皇宮警察音楽隊などに従事し、数年前にケネディ大使の着任式には騎馬護衛によって皇居に

入り、天皇皇后両陛下に御挨拶されました。結婚 50周年記念には、音楽隊を始めとした人達によるお祝

い会を開催され、もちろん私達の園遊会にも音楽隊が演奏されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

さて、私達夫婦が春の園遊会に招待されたのは 4月 21日(火)でした。 

招待状が届いたのは約一ヶ月前だったと思います。 

菊紋章入りのゴージャスな招待状でした。 

さて、主催者は宮内庁長官ではなく、内閣総理大臣でもなく、 

まさしく主催者は天皇皇后両陛下であります。招待状を読みますと 

「天皇皇后両陛下には来る 4月 21日赤坂御苑において御催しの園遊 

会にお招きになりますので御案内申し上げます。平成 27年 3月 21日 

宮内庁長官 風岡典之」として届きました。 

招待状が届いてから一か月間は、とにかく天候の事、体調の事、着 

て行くのは着物か洋服か、新幹線か車か、又前日に泊まるか等、決める 

のに毎日のように妻と激論です。妻は体調に波があるので、行けなかっ 

たらどうしよう等の心配もしていましたが、とにかく一生一度、一生悔 

いが残るよと諭し、なんとか出席させようと必死でした。とにかく出席 

したら凄いというか、すばらしいというか私達にとっては一生に一度の 

思い出になりました。 

 

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJ3M6L-15ccCFQGopgodj1YANg&url=http://matome.naver.jp/odai/2135980457800547101&psig=AFQjCNEp0LpH2cgyzYMYQfEaitt_-1Saxw&ust=1441731843103698
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私は自分で運転して行きました。赤坂御用地の東門から入り、 

警察の方がずらりと並んで、私の駐車券を車のフロントガラスに貼り、 

何か自分の為に迎えて案内していただける、なんとありえないと思う 

くらいでした。 

そして東門の瓦には菊の紋章が入っているのに気づきました。 

 

 

式典は午前 11時頃だったと思います。赤坂御苑は赤坂御用地の中央に、池を中心とした小高い丘で式

典が開催されました。入場は天皇皇后様を始め皇族の方が入ってこられ、その後に安倍総理ご夫妻・衆

議院参議院議長ご夫妻、又各大臣もご夫妻で出席されました。一応アルバムにしてみましたが、ほとん

どの写真は私の妻とお互いを撮影した方のお陰で、安倍総理大臣はじめ各大臣とのツーショットの写真

を撮る事が出来ました。 

安倍総理大臣ご夫妻、麻生太郎大臣、甘利明経済再生担当大臣、塩崎厚生労働大臣、海上保安庁次官（天

皇陛下パラオご訪問の時の総責任者）、林芳正農林水産大臣、岸田文雄外務大臣、時の人であります中谷

元防衛大臣、元拉致問題担当だった斉木昭隆外務事務次官、上野通子参議院議員です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

式典は国旗掲揚、国歌演奏。そして総理大臣が天皇陛下・皇后陛下にご招待されたお礼を述べたと思

います。式典が終わり、天皇皇后様を始めとして皇太子殿下、秋篠宮ご夫妻、そして皇族の方々が小高

い丘の上から降りて来られ、その後に安倍総理ご夫妻、他大臣が次々降りて来られます。私はたまたま

招待者の中では偶然にも一番いい場所に近かったと思います。私達夫妻の前を天皇皇后両陛下が通られ

る時は少し緊張しましたが、しっかり目線を合わせてくださり、私達が会釈をすると軽く会釈をされて

いました。 

次は皇太子殿下もおだやかな笑顔で必ず目線を合わせて通られ感激致しました。次は秋篠宮ご夫妻が

通られた時、私は思わず紀子様に対して「佳子様の国際基督教大学入学おめでとうございます」と声を

かけてしまいました。すると満面の笑みで「ありがとうございます」とお答えくださり、私はすごく嬉

しく思いました。 
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その後、安倍総理ご夫妻が目の前を通られた時に「日本国民 

の為頑張って下さい」と声をかけると、「ありがとうございます。」 

と言われて、私の胸章を見て、「栃木県の村上さん、来年の参議院 

に上野通子さんをよろしく」と言われました。偶然にも私の隣の 

隣に上野通子先生ご夫婦がいらして、二人で目を合わせ喜びました。 

総理の上野通子先生の支持を忘れないあたりは、やはり政治家の感 

覚というものは独特のものがあると感心しました。私は来年の参議 

院議員選挙には上野通子先生を応援したいと思っています。 

 

両陛下が私達の前を通られた後は、テレビでよく映される場面で天皇皇后陛下が一部の人に声をかけ

られますが、これは 5～6人と決められていて、天皇皇后陛下は事前に知らされレクチャーされています。

今までに思い出に残る天皇陛下の言葉に緊張した場面が幾度かありました。その中でも昭和天皇陛下と

柔道家の山下泰裕（やすひろ）さんのやり取りは皆様もよくご存じだと思います。 

その後は自由に散策したり写真を撮る事ができます。大臣とともに写真を撮る事は難しかったのです

が、これも運が良く、私にとっては記念になる写真となりました。園遊会は私達夫婦にとって無縁と思

っていましたが、今回出席できた事によって皇室に対する新たなイメージが生まれたような気がします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さて次は御料牧場の事です。場所は皆様ご存じの高根沢に位置し、広さは東京ドームの 54個分、約252ha、

これは皇居の面積の 2倍強だそうです。 

牧場には牛・馬・豚・羊・山羊・鳥・雉、そして野菜類は 28種類を飼育・栽培しています。私の会社

ではガソリン・軽油・灯油を届けています。ですから私どものコスモ石油商品は宮内庁御用達の油にな

ります。ですが利益はありませんし時間ばかりかかります。御料牧場は、元々は千葉県内にありました

が、昭和 44年成田国際空港の設置計画に伴って現在の高根沢に移転しました。 

ここで飼育栽培された食材や食料品は毎週 1回東京の宮内庁、そして各皇族へ届けられます。1ヶ月に

1回は車のナンバープレートを変えるのだそうです。又こうした食材や製品等は皇族の食事だけではなく

晩餐会や園遊会等の宮内庁行事に利用されます。 

園遊会の会場内でも、いくつもの白いテントが張られていて、そこには見るからに美味しそうなたく

さんの料理（焼き鳥・バーベキュー・寿司等々）が並べられていました。そのお料理の美味しかった事、
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上品で素晴らしい料理を味わう事が出来ました。 

 御料牧場の役割は単にそれだけではありません。 

皇室、宮内庁が乗馬用として使う馬を生産したり、 

馬車をひく馬も生産しています。御料牧場は食料の 

生産だけではありません。皇族の方々や日本に駐在 

している世界各国の大使や公使の皆さん方をお招き 

して、乗馬やサイクリング、それにガーデンパーテ 

ィー等を楽しんでもらうという、いわば接待の場と 

しても使われています。 

また、我が国には毎年世界の国々から国家元首や国王などが国賓として公式に訪問されていますが、

その都度皇居宮殿では宮中晩餐会が開かれます。その際に提供される料理の材料のほとんどはこの高根

沢御料牧場で生産された産品が使われているそうです。こうしてみると御料牧場は「皇室の牧場（こう

しつのぼくじょう）であると同時に日本と世界各国との国際交流増進の場としての役割を果たしている

と言っても良いと思いました。栃木県の高根沢に皇室の牧場がある事に、そして那須の御用邸もある事

に、誇りと嬉しさがあります。 

今日は、去年秋の叙勲、そして今年春の園遊会への出席を経験した事から皇室にまつわるお話をさせ

ていただきました。不慣れなため、まとまりのない拙い話になりましたが、ご清聴いただき感謝申し上

げます。 

ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    プログラム 

      

月  日 時  間 内  容 

9 月  9 日(水) 12：30～13：00 
招待卓話：上野一典 様 

宇都宮文星女子高等学校 学校長 

9 月 16 日(水) 12：30～13：00 
第 2550地区 第 3グループ Bガバナー補佐訪問

2015-16年度 ガバナー補佐 内山浩志 様 

9 月 23 日(水) 法定休日 休 会 

9 月 30 日(水) 18：30～20：30 
夜間例会：ガバナー公式訪問 

第 2550地区 2015-16年度ガバナー 中谷研一 様 

 

出席報告  物井栄三郎 委員長 

 

会員数  47 名  前々回 8 月 19 日 

出席数  31 名  訂正率  100％ 

欠席数  16 名     

出席率   77.50％  

次回例会 

 2015 年 

  9 月 9 日(水) 外部卓話 

  宇都宮文星女子高等学校 

    学校長 上野 一典 様 


