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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） 

 

● ロータリーソング「それでこそロータリー」    

 

    会長の時間           藤島 拓 会長 

 

  こんにちは、先週の「新年例会」お疲れさまでした。 

今日の新聞で知りましたが、1月 15日は「いちご王国・栃木の日」と定められているようです。 

2018年 1月 15日、いちご王国の国王にふんした、「福田富一知事」が制定を宣言したようです。栃木県

の「いちご収穫量」は、昭和 43年 1968年から平成 30年 2018年まで 51年連続日本一で、31年も日本

一で、52年連続は間違いないようです。故郷に、日本一を自慢できる事が多くあるのは、本当に、素晴

らしく、嬉しい事です。 

私の家族は全員、「いちご」が大好きなので、仕事の関係で良く行く「真岡市」「芳賀郡」「佐野市」で

安くて、おいしい「いちご」を買って、子供達を喜ばせる事を、現場仕事の楽しみにしていました。し

かし、12 月や 1 月は一番価格が高い時なので、安くなる時を待って、今年も「美味しい、いちご探し」

をしたいと考えています。また、「真岡市」で 3月 14、15日に「全国いちごサミット」が開催される予

定なので、今から楽しみにしております。 

話は変わりますが、先日 宇都宮東クラブの「太城パストガバナー」から電話がありました、要件は、

「ガバナーノミニー候補者推薦」の依頼でした。 

クラブ細則の附則１で定めている「ガバナー指名委員会規定」に従って対応したいと考えておりますの

で、関係するパスト会長等はご協力お願いいたします。 

さて、本日は新入会して頂いた「胡蝶蘭を生産している、齋藤会員」と「日本旅行宇都宮支店長の臺

会員」の卓話です。非常にクラブ活動の活性化に生かして頂ける「職業分類」だと思うので、これから

の、クラブ活動を一緒に楽しみたいと思いますので、よろしくお願い致します。 

 

 幹事報告             酒澤 伸二 幹事 

 

§ 亘理ロータリークラブ会報及び栃木ボランティアネットワークお知らせが届いております。(回覧) 

§ 第 2550地区インターシティミーティング(IM)開催のご出欠の回答をお願い致します。 

1 月 第 1 例会          

2020 年 1 月 15 日(水)      会員数 53名 出席 53 名 
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 新入会員入会式 

 

    臺 容之 会員 

   (株)日本旅行 宇都宮支店 支店長 

 

  推薦者：笠原正人会員 

 

 

 

 RLI 終了証 

 

 

藤島  拓 会員 

仲田 俊夫 会員 

中野 智之 会員 

 

 

 

 地区委員委嘱状 

 

 

田中 正夫 会員 

  関口  隆 会員 

  藤島  拓 会員 

 

 

 

    スマイルボックス委員会報告    小塚 照夫 委員 

 

§藤島 拓会長  入会ありがとうございます。本日は、新入会員卓話という事で齋藤会員、臺会員よろ

しくお願い致します。 

§中野智之副会長 今日も元気にスマイルします。 

§酒澤伸二幹事  本日の例会もよろしくお願い致します。 

§笠原正人会員  知事・市長例会の出席 FAXありがとうございました。感謝申し上げます。推薦の臺さ

んが入会しましたので今後よろしくお願い致します。 

§村上芳弘会員  新入会員の卓話楽しみです。 

§若月章男会員  今日は齋藤さん、臺さんの卓話楽しみにしています。 

§小保方明美会員 今日は 1 月 15 日小正月です。そして、おたり夜、どんど焼きの日です。私も先程、

氏神様でだるまやお飾りをお焚き上げしてきました。今年こそは災害の少ない年であ
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りますように祈願して参りました。今日は齋藤さん、臺さんの卓話、よろしくお願い

致します。 

§黒崎丈博会員  本日も例会よろしくお願い致します。 

§荒井健次会員  新年会に出席できず、本年もよろしくお願い致します。 

§坂本昭一会員  1月 13日に上野の森美術館でゴッホ展に行って来ました。待ち時間 1時間 50分、で

も素晴らしかったです。 

§鈴木秀明会員  何もありませんがスマイルします。 

§山本幹夫会員  長き欠席してすみません。後期頑張ります。 

§仲田俊夫会員  新入会員卓話、ご苦労様です。早くクラブに馴染んで活躍してください！ 

    

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   13 名 金額  14,000 円  

                                

 新入会員卓話 

 

    齋藤 芳哲 会員 

    株式会社 キヌナーセリー 専務取締役 

     

 

 

    自己紹介及び資料配布により事業内容のお話がございました。 

 

最高品質の胡蝶蘭をお客様にお届けする 

株式会社キヌナーセリーは 1973 年から約 45 年間、栃木県宇都宮市で胡蝶蘭を専門に生産·出荷し

ております。名前の由来は、鬼怒川の河川敷(キヌ)十育種家、種苗場(ナーセリー)を組み合わせまし

た。敷地面積 8731 平方メートル(ガラス温室 24 棟、業界最大級)の広大なハウス内では年間約 18 万

株の胡蝶蘭が生産されていて、多くの緑と豊富な水のある植物に非常に優れた環境で栽培しています。

その豊富な水源を生かして全国でもいち早くヒートポンプに着手したのも特徴です。 

生産された胡蝶聞は主に東京を中心にした卸売生花市場に出荷しており、各市場において高い評価

をいただいております。また毎年東京ドームで開催されている”世界らん展日本大賞”にも毎回出展

させていただいており賞もいただいております。従業員数は 56名(パートを含む) 

胡蝶閣は、ラン科のコチョウラン属の植物です。胡蝶蘭の形を見ていただくとわかるように、まる

で花びらが舞っている蝶のように優雅です。胡蝶蘭の花言葉は。幸福が飛んでくる”永遠の愛をあな

たに”です。また胡蝶蘭は、培養して苗から丁寧に育てて、綺麗に花が咲くまで約 6年の歳月がかか

ります。ある程度成長した苗や株を輸入し、開花させる工程のみをおこなうことも可能ですが、弊社

では始めの段階から国内で育てることにこだわりを持っています。 

胡蝶蘭は徹底した温度·湿度·日光の管理が品質に大きく影響します。品質を求めると例え 5年の歳

月がかかったとしても最初から携わり育成をコントロール出来るほうが望ましいという想いがある

からです。特別な瞬間を彩る胡蝶蘭。だからこそ妥協は出来ない。生産者としてそんな気持ちを大切

に品質へのこだわり。日々の技術革新にー層努力を重ねて日々取り組んでおります。 
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 新入会員卓話 

 

     臺 容之 会員 

     (株)日本旅行 宇都宮支店 支店長 

 

 

 

     自己紹介及び事業内容のお話がございました。 

 

当社は明治 38 年（1905 年）創業以来、数多くのお客様にご愛顧をいただき、我が国において最も

伝統ある総合旅行会社として、日本のツーリズム産業の発展の一翼を担ってまいりました。 

近年の旅行業界は、インターネット社会の急速な進展をはじめとするマーケット構造の変化や、不

安定な国際情勢、少子高齢化問題など、様々な課題に直面しています。また、訪日外国人の増加や地

方創生への各地域の取り組み（日本版ＤＭＯ）においては、従来の旅行業の範疇を超えた新たな価値

の創造を求められており、極めて大きな変革期にあると言えます。 

当社は、このような環境のなか、変化を続けるお客様のニーズをしっかりととらえ、確固たる収益

基盤を確立することにより、安定した利益を確保するとともに、日本旅行グループ社員の意欲向上を

図り、活力ある企業グループを目指して、新・中期経営計画「VALUE UP 2020」を策定し、現在推進

をしています。 

ビジネスモデルの転換をより具体化、加速化させ、お客様･マーケットから選択いただける企業を

目指して社員一丸となって全力を挙げてまいります。常にお客様のことを考え続けた創業者の精神を

しっかりと受け継ぎ、当社の新たな企業ビジョンである「感動と満足を創出する、活力ある企業グル

ープ」となることを目指し、日々努力を続けてまいります。 

日本旅行は、あふれる感性とみなぎる情熱を持って、魅力ある旅の創造とあたたかいサービスに努

め、お客様に愛され、未来を拓くアクティブカンパニーを目指し、豊かな生活と文化の向上に貢献し

ます。  

     行動規範 【H・E・A・R・T】  

HOSPITALITY  私たちはお客様を大切にし、「親切」「誠実」「正確」「迅速」に行動します。  

      ENERGY     私たちはみなぎる活力と情熱を持ち、あらゆる目標に果敢にチャレンジします。  

      ACHIEVEMENT  私たちは常にコスト意識を持ち、生産性の向上と収益の拡大に努めます。  

      REVOLUTION   私たちは「出る杭」となることを恐れず、仕事の変革に努めます。  

      TOGETHER    私たちは会社の発展とともに自らの幸せを築きます。  

 

      

 

 

 

 

 

 

出席報告    笠原正人 委員長 

 

会員数   52名  前々回 1月 1日 

出席数   27名   訂正率 法定休日 

欠席数    25名       

出席率  60.00％ 

％       

例会予定 

 

第 1846 回  1 月 22 日(水) 

知事卓話 

(宇都宮陽南 RC 合同例会) 

栃木県知事 福田富一 様 
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    プログラム     

 

 

日付 時間 プログラム 例会場 

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 

 

 

日付 時間 プログラム 例会場 

第 1848 回 

2 月 5 日(水) 
12：30～13：30 

会員卓話 

RLI 受講体験発表 
ホテルニューイタヤ 

第 1849 回 

2 月 12 日(水) 
12：30～13：30 

米山奨学生卓話 

マハラザン・サハン・シラさん 
ホテルニューイタヤ 

第 1850 回 

2 月 20 日(木) 
15：30～20：00 

第 2550 地区第 3 グループ A・B

インターシティミーティング

(IM) 

宇都宮東武グランデ 

第 1851 回 

2 月 26 日(水) 
12：30～13：30 

招待卓話 

ハッピーボイス山口ゆりえ様 
ホテルニューイタヤ 

 


