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2019-2020 年度 第 1841 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              磯貝 太 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」    

 

    会長の時間           藤島 拓 会長 

 

  こんにちは 

本日は次年度の役員・理事を決める「年次総会」の日です。出席者が「定足数」を超えているような

のでほっと致しました。ご出席ありがとうございます。 

早いもので 12 月になったので、今年度を少し振り帰ってみました。今年度は「全員参加のロータリ

ー活動」と「会員増強・純増 3名、退会防止」等を目指し、スタート致しました。ところが、出席率が

思う様に上がらなく、色々な理由による退会が続き、一時は第 3グループで会員減が宇都宮南クラブだ

けと言う状況が続いてしまいました。 

しかし、あきらめずに「会員増強」をお願いし、11月に齋藤会員に入会していただき、スタート時点

の 53名に復活しました。そして、現在は、出席率向上は思う様に行っておりませんが、会員増強は、12

月に 3 名の推薦をいただきました、会員皆様のご協力ありがとうございます。今後も、「全員参加のロ

ータリー活動」を目指し努力して参りますので、引き続きご協力よろしくお願いします。 

さて、本日は会員卓話という事で村上パスト会長による「継続と断絶＝決断」というテーマでござい

ます。村上パスト会長の卓話は毎回、勉強になる内容でございます。今回も、非常に楽しみにしており

ました、30分と言いう短い時間ですが、よろしくお願い致します。 

 

 幹事報告             酒澤 伸二 幹事 

 

§ 12月 4日(水)の例会は、年次総会及び村上芳弘会員の卓話がございます。同日、例会終了後、理事役

員会を開催致します。 

§ 12月 4日(水)地区会長幹事会が開催されます。 

         

 

 

12 月 第 1 例会          

2019 年 12 月 4 日(水)      会員数 53名 出席 38 名 
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    スマイルボックス委員会報告    小塚 照夫 委員 

 

§藤島 拓会長  村上パスト会長、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。 

§中野智之副会長 村上会員、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。 

§酒澤伸二幹事  本日は年次総会です。また、村上様、卓話をよろしくお願い致します。 

§鈴木秀明会員  総会のご盛会おめでとうございます。 

§岩本一男会員  年次総会です。村上会員の卓話楽しみにしています。 

§村上芳弘会員  お粗末な卓話ですがよろしくお願い致します。 

§笠原正人会員  村上さんの卓話楽しみにして来ました。今回は職業奉仕の話ではないのでしょうネ。 

§若月章男会員  本日は村上さんの格調高い卓話を楽しみにしています。 

§仲田俊夫会員  村上様、卓話ありがとうございます。格調高いお話楽しみにしております。 

§安齋誠一会員  村上さん卓話、格調高いお話を楽しみにしています。 

   §菅野孝司会員  本日の村上さんの卓話、楽しみにしています。 

   §磯貝 太会員  村上さんの卓話、楽しみにしています。角田さんお久しぶりです。 

   §黒崎丈博会員  本日、村上様、卓話よろしくお願い致します。 

   §物井栄三郎会員 村上様、本日の卓話よろしくお願い致します。 

   §山本敬三会員  村上さん卓話、ありがとうございます。 

   §川又俊二会員  初めて皆出席のボールペンをいただきました。ありがとうございます。書きやすいで

す！！ 

   §田中正夫会員  良い天気です。 

   §荒井健司会員  昨日、古民家を契約いたしました。老後、楽しく住みたいと思います。弓道場があり

ますので･･･？ 

   §田村一夫会員  今日は一年で一番日の入りが早い日!!夜長にアルコールの量が増えているのかな？ 

   §角田充由会員  全国行脚から帰ってきました。また、よろしくお願い致します。 

   §関 享一会員  今日の天気は気持ちよく快晴です。本日村上さんの卓話を楽しみにしています。師走

の時期、皆様 車には充分気を付けましょう。 

   §小保方明美会員 早いもので、もう 1年が終わりです。皆様、色々と大変お世話になり、ありがとうご

ざいました。欠席がちでしたが、楽しいロータリーの会を過ごさせていただきました。

今日は村上様の卓話、心してお聞かせいただきます。 

   §黒田義章会員  よろしくお願い致します。 

   §横尾憲一会員  寒くなってきまして、師走を感じております。インフルエンザ予防接種を今年は忘れ

ないようにします。 

   §小塚照夫会員  年の瀬がやってきました。何かと忙しい時期になりました。本日、村上さんの卓話、

楽しみにしています。 

   §亘理委員会   山元町ふれあい産業祭での宇都宮餃子 

    

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   26 名 金額  25,000 円  

                                 亘理餃子 133,800円 
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 年次総会  

 

議題：次年度理事役員選出 

 

 親睦家族委員会報告         川又 俊二 委員長 

 

   § 12月 21日(土)はクリスマス家族会です。出欠のお返事がお済でない方は至急ご連絡ください。皆様の

ご参加をお待ちしております。 

 

 会員卓話 

 

    村上 芳弘 会員      

日東石油株式会社 代表取締役 

 

今日の卓話よろしくお願い致します。藤島年度も半年が経過しました。 

素晴らしい年度になるようこれからの半年皆様と一緒に協力し、素晴 

     らしい年度になるよう願っています。 

ロータリーに入会して約 35 年、会員の皆様に助けられることが多かったです。感謝でいっぱいで

す。若い人達とも話し合ったりしたいです。よろしくお願いします。今日は総会でもあり出席率も良

かったのですかね。笠原さんが卓話をした時に出席率を 心配していましたが私も同様です。総会に

助けられました。 

私は今年 77 歳喜寿です。我々のクラブで喜寿になった方は笠原さん、村田さんの 3名です。60 歳

（還暦）、70歳（古希）、77歳（喜寿）、80歳（傘寿）、88歳（米寿）、90歳（卒寿）、99歳（白寿） 

時々人生って何なのだろうと考える時があります。悲しい時、淋しい時、辛い時、苦しい時、そし

て逆に嬉しい時、楽しい時、感動した時、一つの事を遣り遂げた時、人から感謝された時、こうした

感情や理性やら人間って（人生）色々ですね。こうした事を考えると人間は諸問題を解決するために

生きているような気がする時もあります。私のちょっとした感傷かもしれません。 

最近の話題で一つ目は、令和元年を迎え即位の礼、国民祭典祝賀御列の儀です。世界で最も長い 2000

年以上の歴史があります。 

二つ目はラグビーワールドカップでしょう。OneTeam、ノーサイドラグビーの魅力を堪能しました。

日本人に感動と感謝を与えてくれた事、そして日本人のすばらしさを世界中に与えてくれた事です。

日本人の人達がこんなに素晴らしいスポーツとは知らなった方が多かったと思います。12 月 2 日に

OneTeam が今年の流行語大賞に選ばれました。良かったですね。秩父宮ラグビー場は日本のすべての

グランドの名前に皇室の冠が付いたのはただ一つだけです。吉羽県議会議員を紹介してくれた仲田さ

んに感謝です。 

三つ目はオリンピックのマラソンについて東京から札幌へ移すことの問題です。日本は OneTeamに

なっていない証でした。でも決めた事ですから全員で応援しましょう。 

四つ目は台風そして大雨の災害だと思います。その対策として、後ほど満タン＆灯油プラス一缶運

動についてお話したいと思います。 

今日のテーマは継続と断絶＝決断です。テーマと違った話の方が多いと思いますが、お許しを頂き
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たい。最近特に考えることは、繋ぐ（継続）そして発展させることの難しさです。歴史をつなぐ伝統

を継承する事で感謝があり感動がある。簡単に言えばラグビーは一つの楕円形のボールで体を張って

必死になってつないでいる。他のスポーツにはない繋ぐことの難しさを教えてくれます。 

事業を継続し発展させるためには何が必要か。人口減少は必至です。パイが減少し、そのためには

変革→改善→切るべきものは切る。変えるべきは変え、守るべきは守る事だと思います。 

そして前に進む場合はチャレンジの精神→勇気→決断が必要です。しかし切る断絶（撤退）又は縮

小は拡大するより難しいと思いますので、よく考えて決断すべきです。結婚と離婚は離婚の方が難し

いと言われます。又、勇気をもって方針転換や撤退する事も考えなければならないと思います。 

これから会社が生き残るためには「差別化」「個性化」が必要で、我々の会員はほとんど中小零細企

業です。だからどうしても生き残るためには個性化が必要です。得意分野を生かす事、そして人材育

成（社員教育）、サービス力の向上や技術力の提供する事で信用が生まれると思います。 

私は自分の事業から見ますと、ガソリンは特に減少は止まりません。5年後は 15％に減少するでし

ょう。生き残る道は何かです。今は出来るだけ再投資可能な収益を上げる事が大切ですが、パイが減

少すれば競争が加速します。収益が悪化します。対策を考えないと縮小か倒産かに追い込まれます。

地方の SS はどんどん閉鎖か倒産に追い込まれています。特に最近は働き方改革を含め人手不足、人

件費のアップは止まりません。事業継承は我々業界の重大な問題です。儲からないからガソリンスタ

ンドを父親の後をつがないと息子は言います。バカバカしいと捨て台詞を言う息子もいます。 

タイトルの意味ですが継続は（発展させる拡大させる）断絶は（縮小、撤退、倒産）そして決断（判

断）はオーナーの責任です。決断の判断は数字だけではく自分の会社の現状（位置）をしっかり見て

判断すべきです。我々中小零細企業は経験と直感（センス）が大切に思います。企業で言えば何に今

後投資するか、逆に何を縮小するか、場合によっては一時縮小も考えられます。 

ここにいらっしゃる皆様は 40 代から 70 代と幅広いですが、特に 40～50 代の若い人はエネルギー

もありますし、若さもそして行動力もあります。より良い判断（決断）をして前に向かって進んで下

さい。さて皆さんのテーブルにある資料を見て下さい。 

・元売の再編について（なぜ統合や合併されたかについて説明） 

・石油税について（Tax on Taxを含めてガソリン税がいかに高いかを説明） 

満タン運動について（東日本大震災、最近の大雨や台風による被害、車の燃料や灯油が満タンで良

かった。そして、FM栃木（ラジオベリーの CMが全国 FM38局の中で最優秀を取りました。その生出演

したテープを聞いてください） 

 

私の企業の理念について 

どこの会社も理念や目的を明示されている。我が社も社会に貢献している企業を明確にして、責任

と自覚をもって仕事をしてもらうため。 

最後になりましたが、自分の能力、体力の限界を感じる時もあります。しかしここに若い人もたく

さんいらっしゃいます。家族もいるし自分一人ではないです。今、前に向かって進んでいる人もたく

さんいるでしょう。頑張ってください。昨年の卓話は「生まれてよかった」と思える人生で結びまし

た。今日は「つなぐ」の言葉で結びにしたいと思います。「つなぐ」ことの大変さ、そしてそれは生き

がいとして。今日は卓話を指名していただき感謝します。ありがとうございました。 
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    プログラム     

 

 

日付 時間 プログラム 例会場 

第 1843 回 

12 月 21 日(土) 
18：30～20：30 

夜間例会 

クリスマス家族会 
ホテルニューイタヤ 

12 月 25 日(水) 特別休会   

 

 

日付 時間 プログラム 例会場 

第 1844 回 

1 月 8 日(水) 
18：30～20：30 

夜間例会 

新年会 
ホテルニューイタヤ 

第 1845 回 

1 月 15 日(水) 
12：30～13：30 通常例会 ホテルニューイタヤ 

第 1846 回 

1 月 22 日(水) 
12：30～13：30 

招待卓話 

「会話力・スピーチについて」 

ハッピーボイス山口ゆりえ様 

ホテルニューイタヤ 

第 1847 回 

1 月 29 日(水) 
12：30～13：30 

招待卓話 

北関東綜合法律事務所  

横田康行様 

ホテルニューイタヤ 

 

出席報告    笠原正人 委員長 

 

会員数   53名  前々回 11月 20日 

出席数   33名   訂正率  70.83％ 

欠席数    20名       

出席率  77.27％ 

％       

例会予定 

第 1842 回 12 月 11 日(水) 

クラブフォーラム 

国際奉仕委員会 

「国際奉仕について」 


