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2019-2020 年度 第 1833 月回例会 

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

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              菅野 孝司 会場監督（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          川又 俊治 親睦・家族委員長 

 

§ 吉羽 茂 様 栃木県ラグビーフットボール協会 

 

    会長の時間           藤島 拓 会長 

 

  こんにちは 

本日は、栃木県ラグビーフットボール協会会長の吉羽 茂（よしば しげる）様に、現在開催中の「ラ

グビーワールドカップ」や「栃木県内ラグビー」について卓話をお願いしました。 

  吉羽様は、平成 27 年に栃木県議会議員に初当選され現在 2 期目をお務めでございます。また、栃木

県パワーリフティング協会会長、栃木県相撲連盟副会長もなさっており、ご多忙の中、本日の卓話をお

受けいただき、誠にありがとうございます。卓話をお願いした時は日本代表がこんなに勝って、日本中

がこんなに盛り上がるとは思ってもいませんでした。このような中で卓話をして頂けることが出来て、

とても喜んでおります。 

さて、ワールドカップの日本代表戦績は 9 月 20 日(金)のロシア戦で 30 対 10 の、4 トライで勝利

し、勝ち点 5を取りました。また、9月 28日(土)のアイルランド戦では 19対 12の接戦で勝ち、勝ち点

4を取りました。現在、予選プールＡ、勝ち点 9でトップです。次の試合は、10月 5日(土)対サモア戦

と、13日(日)スコットランド戦です、どちらも世界ランキングは日本より下ですが、ラグビーは試合に

勝っても「何が起こるかわからない」ようです。前回の、2015年のワールドカップで日本代表が、3位

になった南アフリカに奇跡の逆転勝利をして、予選で 3勝したが、勝ち点の差で決勝リーグに進めなか

った事を思い出します。自国開催で非常に盛り上がっている勢いに乗って、予選突破をし、もっともっ

と世界中を驚かしてもらいたいなと思いながらテレビの前で応援します。吉羽 茂（よしば しげる）

様卓話をお願い致します。 

 

 

10 月 第 1 例会          

2019 年 10 月 2 日(水)      会員数 52名 出席 27 名 
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    10 月のお祝い事         横尾 憲一 親睦・家族委員 

 

 § 入会記念 田村一夫会員・黒崎丈博会員 

   § 会員誕生 金田秀壽会員・村田宏明会員・田口久雄会員・小保方明美会員・黒田義章会員 

   § 婦人誕生 藤井康夫会員・村上芳弘会員・佐々木隆会員・枝野修一会員 

   § 結婚記念 安齊誠一会員・菅野孝司会員・川又俊治会員 

   § 創立記念 村田宏明会員 北関東ニチユ(株) ・ 荻原英美会員 (有)荻原会計事務所 

田中正夫会員 材木町会計事務所 ・ 藤島 拓会員 (株)日本環境整備 

 

 幹事報告             長谷川 博夫 副幹事 

 

   § 次週の例会はガバナー公式訪問です。例会終了後、13：30よりクラブアッセンブリーとなります。 

   § 本日例会終了後、理事役員会を開催致します。 

   § 10月のロータリーレート 1ドル＝108円 

 

 米山記念奨学会報告 

 

   米山奨学生 マハラザン・サハン・シラさんの「奨学生レポート」 

      

テーマ：日本で留学先を選んだ理由 

 

内容  

私は 2013年にネパールの高校を卒業しました。高校 1年生の時から留学したいと考えて日本を選びま

した。なぜ留学先を日本に選んだかというと、中学校から日本語と日本文化に興味を持っているから

です。テレビやインタネットを通じて日本を知り、日本について調べた時に、一番好きになったのが

日本のおもてなし文化です。日本で日本語がもちろんですが、さらに日本文化である「おもてなし」

について学びたいと考え留学を決めました。日本は経済大国であり、電子自動化や機械工学、材料工

学などの多くの分野において科学や技術が世界の最先端にあります。私は、自分のお店を持ちたいと

いう夢があり、日本で経営について詳しく勉強をしたいと考えで日本を選びました。大学では自分が

勉強している科目だけではなく、日本のマーナ、例えばビジネスマーナや「おもてなし」について学

んでいます。いろいろな国の人々と会うことも多くありますし、そこでは日本だけではなく世界中の

文化も知ることができます。大学を卒業した後は、日本で経験を積んでからネパールでレストランを

開業したいです。日本の企業はグローバル化が進んでおり、国際人材の一員として日本企業のグロー

バル事業に些細ではあるが貢献をしたいと思っています。日本の飲食関係の会社で経験を積み、将来

的にはネパールにおいて、レストランを開業し、食を通じてビジネスパーソンや日本人の観光客が安

心してネパールに来られるような環境を作りたいです。ネパールの多くの子供達は、経済環境が悪い

ため学校に行くことができず、衣食住が劣悪な状況にあります。このため、私が創った会社の利益を

社会に還元し、NPO 法人などの支援団体と連携しながら少しでもひとの命を助けることができ、人々

の幸せの一助となるように頑張っていきたいです。 
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    スマイルボックス委員会報告    塩田 潔 会員 

 

§藤島 拓会長  吉羽茂様、本日のラグビー関係の卓話、楽しみです。よろしくお願い致します。 

§中野智之副会長 塩田さんスマイルです!! 

§笠原正人会員  グッドタイミング、今まさにラグビーのワールドカップ、本日の卓話を楽しみに来ま

した。 

§村上芳弘会員  今日は吉羽先生の卓話楽しみに出席しました。よろしくお願い申し上げます。商工会

議所のお話もすごく良かったです。 

§仲田俊夫会員  吉羽先生、卓話楽しみにしております。 

§田中正夫会員  ラグビーのお話、楽しみにしています。 

§岩本一男会員  吉羽会長の卓話、よろしくお願い致します。 

§嶋田辰雄会員  吉羽先生、本日はラグビーの事を詳しく教えてください。よろしくお願い致します。 

§菅野孝司会員  紅葉の秋になってきますね!!本日、吉羽先生の卓話よろしくお願い致します。 

§横尾憲一会員  入会して 3ヶ月となりました。初スマイルさせていただきます。よろしくお願い致し

ます。 

§若月章男会員  先週、家内の誕生日にきれいなお花をありがとうございました。おかげで今のところ

夫婦円満です。 

§関口 隆会員  「天高くぜんそくの秋」です。アレルギーのある方は気を付けてください。 

§坂本昭一会員  読書の秋、食欲の秋、芸術の秋です。多いに楽しみましょう。 

§荒井健次会員  秋らしい天気です。でも暑いです。安全大会が多いようですが、現場の事故が多いと

いう事です。 

§喜内敏夫会員  先日、食道発声教室の中級クラスへの昇格テストに合格しました。まだまだ道半ばで

す。次は上級クラス、そして一段位、二段位･･･と九段、名人位まであります。 

§田口久雄会員  やっと出席できました!! 

§磯貝 太会員  昨日、五若地区小学校バトミントン大会、新人戦 Cクラスで幹太優勝しました。子供

たち全員バトミントン部に入り、野球を諦めました。 

§鈴木秀明会員  エレベーターで頭の後ろから撮影するの、やめてほしいな。 

§山本敬三会員  明日はナイター練習日です！ 

§塩田 潔会員  ワールドカップ、日本がアイルランドに見事に勝利！おめでとうございます。まさに

組織の勝利ですね。吉羽先生、今日は卓話楽しみにしてきました。 

 

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   19 名 金額  20,000 円  

 

 招待卓話 

 

栃木県ラグビー協会 吉羽 茂 様 

    

    プロフィール 

作新学院高等学校・大東文化大学経済学部卒  

平成 27 年 栃木県議会議員初当選  
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平成 30 年 栃木県県土整備委員会委員長・県民公園福祉協会評議員・県ラグビーフットボール協会会長 

県パワーリフティング協会会長・県相撲連盟副会長  

  ・大東文化大学ラグビー部主将／全国大学選手権出場 

・ 作新学院高等学校／教頭、生徒指導部長、ラグビー部監督 

・全国高等学校ラグビー大会／8年連続出場( 通算 12 回) 

・関東高等学校ラグビー大会／10 年連続出場( 通算 30 回) 

・栃木県ラグビー協会／優秀監督賞 

・日本ラグビー協会／公認レフェリー、公認育成コーチ 

・栃木県教育功労賞、宇都宮市教育功労賞 

 

    ＊ラグビーの歴史やルール、スピリッツ等のお話がございました。 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    プログラム     

   

日付 時間 プログラム 例会場 

第 1835 回 

10 月 16 日(水) 
18：30～20：30 

夜間例会：お月見例会 

親睦家族委員会 

合同委員会結果報告 

ホテルニューイタヤ 

第 1836 回 

10 月 23 日(水) 
12：30～13：30 

地区委員卓話 

地区米山記念奨学会委員会 

長 正英 委員長 

(宇都宮陽北 RC) 

ホテルニューイタヤ 

10 月 30 日(水) 特別休会 

  

 

出席報告    笠原正人 委員長 

 

会員数   52名  前々回 9月 18日 

出席数   27名   訂正率  61.36％ 

欠席数    25名       

出席率 60.00％ 

％       

例会予定 

第 1834 回  10 月 9 日(水) 

ガバナー公式訪問 

国際ロータリー第 2550 地区 

ガバナー 川嶋 幸雄 様 


