
UTSUNOMIYA SOUTH ROTARY CLUB 

 

 

 

 

2 0 1 7 - 2 0 1 8 年度  第 1 7 3 9 回例会 

宇 都 宮 南 ロ ー タ リ ー ク ラ ブ 会 報 
会長：坂本昭一 幹事：藤島 拓 広報委員会リーダー：酒澤伸二 

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「四つのテスト」 

 

会長の時間       坂本 昭一 会長 

      

皆さんこんにちは。 

      本日は悲しいお知らせをしなくてはなりません。 

      当クラブの小林 裕会員が 9月 4 日ご逝去されました。57 歳というまだまだこれから活躍する方で

したが残念でなりません。哀悼の意味を込めて黙祷致します。（黙祷） 

      9月 5日(火)第 3グループ A・B会長幹事会が東武グランデに於いて開催されました。若月ガバナー

補佐も参加され、各クラブの奉仕活動報告があり、懇親会では他クラブの方々との情報交換もでき、

大変有意義な会でした。 

      本日の卓話は職業奉仕委員会の村上芳弘委員長による「職業奉仕について」です。よろしくお願い

致します。 

                                                

      訃報 

 

      

小林 裕 会員（日昌測量設計 株式会社 代表取締役社長） 

     

 2008.4.16入会 

     ポールハリスフェロー 

マルチプル米山功労者(2回目)  

     2012-13 幹事    

 

 

 

 

9 月 第 1 例会 

2017 年 9 月 6 日(水)      会員数 53名 出席 29 名 

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjI-uqNk6DWAhXEvrwKHctoBooQjRwIBw&url=http://www.nisshou2400.jp/greeting.html&psig=AFQjCNEf4H3JM86KV6hjQsMduCty2oBc5g&ust=1505322934127297
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    幹事報告        藤島 拓 幹事 

 

§小林 裕会員 通夜式 9月 8日(金) 18：00 告別式 9月 9日(土)13：30 大心堂ホール 

§9月のロータリーレート 1ドル＝109円 

§9月 20日(水)若月ガバナー補佐訪問となりますのでよろしくお願い致します。  

   §10月 22日(日)地区親善野球大会が開催されます。皆様の応援をよろしくお願い致します。 

   §第 41回ライラセミナーが 11月 3日より開催されます。参加ご希望の方をご推薦願います。 

§ロータリーリーダーシップ研究会セミナーのご案内が届いております。参加ご希望の方は幹事までお申

し出下さい。 

§第 1回アジアロータリアン親善ゴルフ大会のご案内が届いております。(回覧) 

 

                                                

      皆出席表彰 

 

     

磯貝 太 会員 2012 年 8 月より満 5 ヵ年  

 

 

                                                

      9 月のお祝い事   長谷川 博夫 委員長 

 

入会記念 市原久典会員・蛭田和明会員・大島スミ子会員 

    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) 

        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 

 

    スマイルボックス委員会報告    桑田 豊豪 委員 

 

§坂本昭一会長  村上様、本日の卓話よろしくお願い致します。職業奉仕はロータリーの原点です。 

§藤島 拓幹事  村上職業奉仕委員長、本日の卓話、よろしくお願い致します。 

§村上芳弘会員  つたない卓話ですがよろしくお願い致します。 

§若月章男会員  今日は村上職業奉仕委員長の卓話、大いに期待しております。 

§角田充由会員  本日、村上委員長の卓話、楽しみにしています。 

§小保方明美会員 小林様の訃報のお知らせをいただき、大変驚いております。以前の家族会の場で、小

林さんが一生懸命盛り上げてくださったお姿が思い出されます。心よりご冥福をお祈

り致します。 
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§仲田俊夫会員  毎例会時に受付にてロータリー財団、米山記念奨学会の寄付を受け付けております。

年内に送金したいと思っています。よろしくお願い致します。 

§笠原正人会員  今月は米山月間です。皆さんのご協力を切にお願い致します。個人寄付でも法人寄付

でも結構です。よろしくお願い致します。 

§喜内敏夫会員  9月 3日(日)「山の日」連携イベントの那須清掃登山は開催しましたが、安全登山の

ため、ファミリー登山は、強風のため中止に致しました。残念でしたが小学生 1年生

も参加しており、強風で怪我をする可能性もありました。 

§田中正夫会員  妻の誕生日の花を楽しみにしています。 

    

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  12,000 円 

 

                                            

      職業奉仕委員長卓話 

 

    職業奉仕委員会 

    村上 芳弘 委員長 

 

    「職業奉仕について」 

 

① 坂本会長がスタートして 2ヶ月が過ぎました。 

すばらしいスタートと思っています。又藤島幹事も頑張っています。 

心から応援したいと思っています。 

② 最近私、歳をとって来たなあと感じる事が多くなりました。 

ロータリーのメンバーの中で、菊地さんが最高齢ですが 笠原さん、村田さんそして私達 3 人が次の年

寄りに入ります。 

なんとなく寂しいですね。若い人に助けられながら頑張りたいと思います。あなたは後期高齢者なんて

呼ばれたくない。 

③ 私は最近の政治家や官僚の発言の内容を聞くと、残念と言うより情けないと思います。こんな政治家に

任せていいのかと思うこの頃です。例えば、政治家や官僚の言葉の中に     

1.認識の中にはありません。 

2.記録や記憶にございません。 

3.思っているところでございます。 

4.聞いた記憶はございません。 

投票権が 18歳になり若い人はどう思うのか心配です。 

ロータリーは政治や宗教については、原則話をしないことになっています。私もそう思います。 

  これ以上のコメントはしませんが、我々ロータリークラブに入会してロータリーの目的や 4つのテストを

勉強してから政治家になってもらいたいと思います。 

 

   さて、封筒の中の 1ページを見て下さい。下野新聞の雷鳴抄に掲載されました。米山記念奨学会の委員

長は笠原さんです。少しでも皆様の参考になればと思います。2 ページ、3 ページは読んでいただければ
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と思います。 

少し話しは変わりますが、私は福島県出身なんです。我がクラブの 15～16名で 5～6年前、二本松にバ

スで一緒に行きました。 

福島県の二本松城（霞が城）10万石の城跡があります。皆さんの封筒の中の 4.5 ページをご覧下さい。

そこに戒石銘が自然石に刻まれている 4行 16文字が刻まれていますのでご紹介致します。 

   これも 2016年の下野新聞の雷鳴抄に掲載されました。 

 

  爾の棒 爾の禄は 

  民の膏 民の脂なり 

  下民は虐げ易きも 

  上天は欺き難し 

 

   お前がお上から頂く俸禄（給料）は、民の汗と脂の結晶である。下々の民は虐げ易いけれども神をあざ

むく事は出来ない。 

   これを紹介する由は 塩田さんの出身地であります芳賀町出身で岩井田昨非と言う学者がいまして、家

老の推挙で二本松に招待されました。今で言う行政改革を行い その学者の教えが今でも自然石に刻まれ

ています。 

   今の政治家や官僚に聞かせてやりたいと思うと同時に 我々ロータリーの 4つのテストやロータリーの

目的に合い通じると思い紹介させてもらいました。 

 

④ さて今日のテーマは、職業奉仕についてです。私の拙い話で申し訳ありません。特に入会 5 年未満の方

にお話するつもりでお話をします。 

⑤ 職業奉仕について語る前に、ロータリーの組織について少し話したいと思います。 ロータリーの組織

は、 

⑥  1.国際ロータリー（Rotary International）R.I 

  2.R.I会長（任期 1年） 

 3.R.I理事（任期 2年 17名の理事で全世界 34ゾーンの中から） 

     4.ロータリーは国際ロータリーで、全世界のロータリークラブの連合体です。日本のロータリーのク

ラブ数は約  2,260クラブ、会員数は約 87,700人です。日本は日本を中心として 三つのゾーン

に分けられています。第一ゾーンは、栃木県千葉県を含めた北、そして北海道まで。第二ゾーンは、

東京を中心として三重県までです。第三ゾーンは大阪から西側九州までです。では、沖縄はどこに

入りますか。グアム島やミクロネシア、北マリアナ諸島、パラオはどこに入るのでしょうか 第二

ゾーンに入ります。 

     5.栃木県は第一ゾーンに入り、国際ロータリー第 2550地区で、今年度のガバナーは太城（宇都宮東 R.C）

さんです。 

 6.ガバナーを補佐する為に栃木県（国際 R.C 第 2550 地区）では 10 人のガバナー補佐が任命されてい

ます。その一人は我がクラブの立派な若月さんです。 

     7.第 2550地区には 51のロータリークラブがあり、51名の各クラブの会長がいます。我が R.Cの会長

は今一生懸命頑張っている坂本昭一さんです 任期は平成 29年 7月～30年 6月迄の一年間。 

     8.栃木県（国際ロータリークラブ第 2550地区）会員数は約 1800名？会員増強をして 3年間で 2000 名
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にしたいと頑張っています。 

 9.宇都宮市内には 10クラブがあり、第 3分区の Aと Bに分けられます。宇都宮南 R.Cは Bに入ります。 

 10.宇都宮南 R.Cの会員数は現在 53名だそうです。 

⑦ それでは職業奉仕について少し話します。 

宇都宮南ロータリークラブには 5大奉仕があります。 

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大奉仕で組織されています。現況報告書を見ればすぐ解ります。 

⑧ この奉仕の中で、職業奉仕があり日本語の言葉にはないです。ロータリー用語の独特のひとつ。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です。 

 

●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」とも私は思います。 

 「人づくり」「社員教育」なくして会社(企業)は成功したケースはまったくないです。 

●私達もロータリーで勉強し、お互い吸収し合い、情報交換し合い、そして会社で生かす事だと思いま

す。 

●ロータリー現況報告書のトップに掲載されています。「ロータリーの目的」や「4 つのテスト」も職業

奉仕の原点。 

●ロータリーの例会に出席しない会員の会社は、成功は難しいという人もいますが、それは例会の内容

が大切だとの表現だと思います。 

●例会の重要性は、皆さんが、それなりの地位にある方が出席にして例会が開催される。 

●例会の重みを感じ、理事会等でしっかり卓話をしていただく内容を検討し、田島委員長一人にまかせ

ないで、全員で協力し合いましょう。 

●会員同士がお互いの情報を交換し、切磋琢磨する事。 

●近江商人の「三方よし(売り手よし、買い手よし、世間よし)」教えが「あきんど」（商人）です。 

 「世間に役立っているか」 

 「買い手のお客様に喜んで頂いているか」 

 その結果として自分にも利益がもたらせているか。 

●孟子の言葉に「天の時は地の利に如かず、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なく重要なのは「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。 

●さらに相手に対して心からの「感謝」と「気遣い」「心遣い」が大切です。 

●総括して、これが「サービス」で「おもてなし」だと思います。 

●この無料の「サービス」こそ、中小企業として生き残りの最大の作戦で戦略です。 

●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

います。 

 

ただ、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にお互いにしたいと思います。我が

クラブの若い人、黒崎さん、磯貝さん、角田さんなど若い人に接する事ができるのもロータリーの楽しさ

の一つでもあります。 

我々年寄りじゃなく、後期高齢者でもなく、青年としてこれからもよろしくお願いします。 
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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も大切かなぁと思います。自慢する

事ではないのです。明日へ向かう自分に対する激励でもあります。 

先週村田さんから同じ昭和 17年生まれの 3人で頑張ろうと言われました。ありがたいです。 

先日偶然に新幹線の中で、パストガバナーの宇都宮ロータリークラブの近藤さんに逢えました。その時

に近藤さんから本を貸していただき読んだときの一節ですが紹介します。 

「人生にとって何が大切か」「何で評価されるのか」ですが、人間はどんな方でも必ず人生の終わりの日

がきます。全ての人は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。富も名声

も消え失せます。 

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、私自身が価値ある人間であったかです。 

大切な事は、私が学んだ事をすべて自然と教えたかです。 

大切な事は、他の人々を勇気付け、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、貴方の人格であります。 

大切な価値ある人生は、突然に生まれるものではなく、環境によるものではなく、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いきられるかは、自分自身が決める事ですと書

いてあり、皆様はどう感じたでしょうか。又近藤さんともロータリーの事についてご指導いただきました。 

宇都宮南ロータリークラブにも私より優れた方がたくさんいらっしゃる中で、卓話をさせて頂き感謝申

し上げます。卓話をする事は自分のためであり、これからの決意という指針になる事だと思います。 

皆様の封筒の中にボールペンとポケットティッシュが入っています。そして 2.3ページを読んで下さい。

これは 9月 1日が全国の防災の日なので 

東日本大震災の時には皆様に大変ご迷惑をかけました。我々石油業界として常日頃から満タンにしてい

ただき 9 月 1 日から 3 ヶ月間全国キャンペーンを始めました。ボールペンにはライトが附いていますが、

万が一暗い時鍵の穴がわからないなどの時使って下さい。 

最後になりますが、ロータリークラブに入会して 33 年 皆様からたくさんの事を教えられ指導して頂

きました「感謝」と「お蔭様で」の言葉で結びたいと思いますし、私の母が書いてくれた「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。 

今日はありがとうございました。 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

出席報告    大島スミ子 委員 

 

会員数   52名  前々回 8月 23日 

出席数   28名   訂正率 100％ 

欠席数    24名        

出席率  63.64％ 

％       

例会予定 

第 1740 回 

 9 月 13 日(水)   

 地区委員卓話：米山記念奨学会について  

  ロータリー米山記念奨学会 学友会 

        長 正英 委員長 
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    プログラム 

 

 

日付 時間 プログラム 例会場 

第 1741 回 

9 月 20 日(水) 
12：30～13：30 

クラブアッセンブリー 

ガバナー補佐訪問 第 3 グループ B 

若月章男ガバナー補佐 

ホテルニューイタヤ 

第 1742 回 

9 月 27 日(水) 
12：30～13：30 

外部卓話：「地球温暖化について」 

オフィス eco＆eco 代表 

          渡邊重宣 様 

ホテルニューイタヤ 

 


