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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      市原 久典 S.A.A 

    

● ロータリーソング「我らの生業」 

 

    ビジター紹介   磯貝 太 親睦・家族委員長 

    

§ 佐伯 秀利 様（宇都宮北 RC） 

§ 木村 尚史 様（オブザーバー） 

§ 渡辺 浩美 様 (オブザーバー) 

 

    会長挨拶     藤井 康夫 会長 

    

 皆さんこんにちは。 

 宇都宮北ロータリークラブの佐伯様、本日はようこそお出でくださいました。1月入会予定の渡

辺さま、オブザーバーでお見えの木村様、是非とも我がクラブへの入会を希望しております。 

 本日で会長を仰せつかりまして半年が経ちます。この 6 カ月が過ぎるのが大変早く感じ、皆様

に支えられ上半期を終える事ができたと思っております。引き続き下半期もご協力の程、よろし

くお願い致します。 

 明日よりかなり冷え込むとの事、皆様お体には十分お気を付け下さい。 

  

    幹事報告     坂井 俊司 幹事 

    

   §渡辺浩美様(足利銀行 江曽島支店 支店長)・先﨑 進様(株式会社 向立 営業部長)入会承認 

   §板橋俊夫様(1987-1988年度ガバナー・足利東 RC)の著書「夢をかたちに」をレターBOXに配布致

しました。 
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    ロータリー基金委員会 報告     若月 章男 委員長 

    

   10月の米山月間、11月のロータリー財団月間では、皆様に大変ご協力いただき、お蔭をもちまし

て両寄付の目標を達成する事ができました。ありがとうございました。本日、締切本部送金致しま

す。正式な領収書は 1月到着予定ですのでよろしくお願い致します。 

 

    スマイル BOX 委員会報告    田口 久雄 会員 

    

§藤井康夫会長 オブザーバーの渡辺様、木村様、是非お仲間になれますように、よろしくお願

い致します。 

§坂井俊司幹事 本日は長谷川さん、蛭田さん、お二人の卓話、楽しみに来ました。よろしくお

願い致します。 

   §仲田俊夫会員 今日はオブザーバーの木村さんをよろしくお願い致します。 

   §鈴木秀明会員 足利銀行江曽島支店長 渡辺様、ようこそロータリーへ、これからもよろしくお

願い致します。 

   §若月章男会員 ロータリー財団にご協力ありがとうございました。お蔭様で目標を達成する事

ができました。 

   §磯貝 太会員 来週 23日クリスマス家族会があります。親睦委員長としてチョー！気合入って

います。歌って踊って泣きあり感動あり、皆さん期待して下さい。 

   §長谷川博夫会員 宇都宮南ロータリークラブに入会させていただき、8ヶ月が経ちます。まだま

だ分からない事ばかりですが、先輩方、ご指導よろしくお願い致します。 

   §藤島 拓会員 今週の土曜日 19 日午前中(9:00～13:00)今年最後の野球練習です。今日も暖か

い天気になるようにスマイルします!!長谷川さん蛭田さん、本日の卓話、楽し

みにしております!! 

   §坂本昭一会員 妻の誕生日に花をプレゼントいただきまして、本人も大変喜んでいました。 

   §笠原正人会員 暖かいとタクシーも「ヒマ」です。早く寒くならないかな～。12 月は一番の稼

ぎ時。明日から寒くなりそうなので期待しています。 

   §平澤照隆会員 本日は春の陽気で明日の朝は氷点下だそうです。樹分体に気をつけましょう。 

   §黒崎丈博会員 本日の例会、よろしくお願い致します。 

   §亘理委員会  先日、亘理町で行われた「商人まつり」での餃子販売 諸経費を差し引いた金額

12,100円がスマイルされました。 

   §田口久雄会員 佐伯様、木村様、渡辺様ごゆっくりお楽しみください。長谷川さん蛭田さん本

日はよろしくお願い致します。 

                   

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  26,100 円 
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    新入会員 卓話 

    

   蛭田 和明 会員 

   藤井建設(株)代表取締役 

 

 

   皆さん こんにちは。 

   9月 30日に藤井会長のご紹介で入会させていただきました蛭田です。 

入会したばかりでまだまだロータリアンとしての活動もできておりませんが、本日は新入会員卓話

という事で、お話をさせていただきたいと思います。大勢の前で話をするという機会がほとんどな

いので、不慣れでお聞き苦しい点が多々あると思いますが、最後までご清聴よろしくお願いいたし

ます。 

   初めに自己紹介ですが、私は昭和 46年 11月生まれで、先月で 44歳になりました。家族は、同じ

年の妻と、高校 3年生と 2年生になる娘 2人、それに愛犬のミニチュアダックスを合わせて、4人と

2匹です。 

   生まれも育ちも大田原市で、周りに畑と田んぼしかないような環境で育ちましたので、都会の宇

都宮に対しては昔から強い憧れがありました。大人になったら、宇都宮市に住むのだという夢が叶

って、現在は宇都宮市の上戸祭町に住んでおります。 

   私は高校 2年生になって将来を真剣に考えた末、父の経営する建設会社を継ぐ決心をいたしまし

た。当時、高校の商業科に在籍しておりましたので、担任の先生に、工学部に行きたいと相談した

ところ、「商業科から工学部になんて行けるわけがない。100パーセント無理だ。過去にそういった

前例がない。」との返事が返ってきました。先生の後押しを期待していただけに、当時強いショック

を受けましたが、この言葉で逆に自分の反骨精神に火が付き、それなら自分が最初の一人になって

やる、という強い決意をいたしまいた。商業高校の授業科目にはない微分積分や物理などは、親の

知人の大学生に教えていただいたり、また、休み時間や放課後などは教室に残り、受験科目の勉強

を必死でやりました。そのうち、担任の先生も自分の情熱を分かってくれて、「自分が受け持つ商業

科目の授業中は受験科目の勉強をしていて構わない。」と言ってくれるようになり、最後には「絶対

合格しろ！」とまで言ってくれました。その時は涙が出るほど嬉しかったのを覚えています。そん

な担任の先生の支えもあって大学を受験いたしましたが、合格したのは第一志望の建築学科なく、

第二志望の土木工学科でした。当時は建築士を目指していたので土木工学科に行くのを相当ためら

っていましたが、土木系に進学すれば、測量士や土木施工管理技士にもなることができると自分に

言い聞かせなんとか進学しました。また当時の土木工学科は今と違って建築士を受験できる指定学

科になっていたので、将来建築士を受験する事が可能だったことも入学を決めた理由の一つでした。 

   大学卒業後は渡辺建設に入社し、主に宅地造成や高速道路のインターチェンジ橋などの工事を担

当いたしました。その後、父の会社に入社して建築工事の実務経験を積んだのちに、念願であった

１級建築士を取得いたしました。現在経営者になり、経理の流れや決算書が読めるのは、高校生の

時に商業科で学んだ簿記や会計の知識のおかげだと思っています。 

   次に私の趣味について話をしてみたいと思います。まず一つ目は、小学一年から中学 3年まで 9

年間習っていたピアノです。自分から習いたいと思って始めたわけではなかったので、当時は嫌々

でしたが、今でもなんとか楽譜が読めるのは、習わせてくれていたおかげだと、両親には感謝して

います。 今は昔と違って電子ピアノがあるので、ヘッドホンを使えば、時間帯を気にせずに鍵盤
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をたたくことが出来るので、ストレス発散にも役立っています。聞く方も大好きなので、「アリス＝

紗良・オット」や、全盲のピアニスト「辻井伸行」などもよく聞いています。どんな曲を弾くのか

といったプライベートなご質問があれば、後ほど、個別に回答させていただきますのでよろしくお

願いいたします。 

   二つ目は、映画鑑賞です。映画を見始めるきっかけとなったのは、高校生の時に友達と 2人で見

た、ジョン・ヒューズ監督の「恋しくて」という映画でした。それまで恋愛ものの映画を見た事が

なかったので、感動して号泣してしまいました。（本当は男同志で見る映画ではないのですが）学生

時代は TSUTAYAのアルバイトもしていて、映画や音楽に囲まれながら楽しく仕事をしておりました。

映画というのはその映画だけに出てくる名言というのが必ずあって、それを見つけるのが最近映画

を見る楽しみの一つになっています。今までで一番心に残っている名言はといえば、サム・メンデ

ス監督の「アメリカン・ビューティー」という映画に出てくる「今日という日は、残りの人生の最

初の一日」という言葉です。過ぎ去った日々や時間を取り戻すことはできませんが、その日一日を

大切に生きることの意味を教えてくれた映画でした。また最近見た映画では、リチャード・カーテ

ィス監督の「アバウトタイム」も、一日一日を大切に生きようと思わせてくれる映画で、とても前

向きな気持ちになれました。何気ない一日でも、気持ちの持ちようと相手への接し方で、特別な出

来事のように感動できる毎日が送れるようになると教えてくれたのです。 

   3つ目はオートバイです。今年の 1月から中型自動二輪の教習所に通い始めて、10月にようやく

免許を取得することができました。今月、カワサキのＺＸＲというバイクを購入したので同じ趣味

をお持ちの方がいらっしゃれば、是非ツーリング等に誘っていただければと思います。また、そう

いった部活等があれば是非入部したいと考えておりますのでよろしくお願いします。 

   次に会社の話をいたしますが、早いもので来年の 6月に私自信が社長に就任して丸 10年がたちま

す。 創意・工夫を創業以来の社是として今日まで活動してまいりましたが、最近では、現場の作

業環境の条件により鉄骨の独立基礎を陸打ちして現場で据え付けるといった、大手でも敬遠するよ

うな難易度の高い工事も請け負うことができるようになり、工場関係の得意先からは高く評価して

いただけるまでになりました。これからも地域社会から必要とされる業界だという事を自覚し、仕

事を通して社会貢献ができればと考えております。社長就任後、これまでたくさんの人に支えられ

て今日まで無事に事業を継続する事ができました。そんな自分が、人に奉仕する側の団体に入るの

は少し不思議な感じがいたしますが、今後は積極的に奉仕活動ができるよう努力して参ります。ま

だ入会して 3ヶ月で、分からないことばかりですが、少しずつ勉強して、少しでもお役に立てれば

と思っておりますので、今後とも御指導御鞭撻をよろしくお願い申し上げます。 

  

    新入会員 卓話 

      

   長谷川 博夫 会員 

   (株)デザインオフィス・スイッチ代表取締役 

 

   内容は後日掲載致します。 

 

 

 

 



RID2550 UTSUNOMIYA SOUTH ROTARY CLUB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    プログラム 12 月・1 月 

      

 

月  日 時  間 内  容 

12 月 23 日(水) 18：30～20：30 クリスマス家族会 

12 月 30 日(水)  特別休会 

 

月  日 時  間 内  容 

1 月 6 日(水) 18：30～20：30 夜間例会：新年会 

1 月 13 日(水) 12：30～13：30 
招待卓話：「お酒の話」 

(株)山仁酒店 専務取締役 大橋次郎様 

1 月 20 日(水) 12：30～13：30 
委員会卓話：「職業奉仕を考えよう」 

職業奉仕委員会 

1 月 27 日(水) 18：30～20：30 合同夜間例会：宇都宮北ロータリークラブ 

 

出席報告  磯田 賢 委員 

 

会員数  48 名  前々回 12 月 2 日 

出席数  32 名  訂正率 85.81％ 

欠席数  16 名        

出席率   82.05％  

次回例会 

  

 12 月 23 日(水)  

 夜間例会：クリスマス家族会 

 


