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2021-2022 年度 第 1918回例会 

宇都宮南ロータリークラブ会報 
会長：関口 隆 幹事：佐々木 隆 広報委員会リーダー：仲田俊夫 

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               猪瀬 龍之介 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             

 

§ 佐伯秀利様(宇都宮北 RC) 

§ レ・ホン・ハ君(米山奨学生) 

 

    会長挨拶               関口 隆 会長 

    

    皆さんこんにちは。 

    本日は 12月の第 1週目ですので年次総会となります。よろしくお願いします。 

次週は 12月 8日になりますが、1941年昭和 16年 12月 8日。そして 12月 2日に何が起こったか、この

お話を次週したいと思っております。 

     

    幹事報告               佐々木 隆 幹事 

    

   § 本日年次総会が開催されます。 

   § 12月 18日(土)クリスマス会は 18：00スタートです。お間違いのないようにお気を付けください。 

   § 本日例会終了後、理事役員会が開催されます。 

   § ロータリー財団及び米山特別寄付 2021年度分は 12月 8日締め切りとなります。 

    

    米山記念奨学会委員会報告      山本 敬三 委員長 

 

   § 米山奨学生 レ・ホン・ハ君に奨学金の支給がございました。 

 

 

 

12月 第 1例会          

2021年 12 月 1日(水)      会員数 56 名 出席 36名 

名 
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    スマイルボックス委員会報告      黒崎 丈博 委員 

 

§花木義明様(板橋セントラル RCパスト会長・南蔵院住職・卓話者)  

         本日、卓話でお伺いしました花木と申します。よろしくお願い申し上げます。 

§関口 隆会長  花木様、本日の卓話よろしくお願い致します。 

§平澤照隆副会長 本日、総会において次年度役員の発表をしますのでよろしくお願い致します。 

§佐々木隆幹事  年次総会よろしくお願い致します。 

§若月章男会員  花木様、ようこそいらっしゃいました。本日は卓話よろしくお願い致します。 

§臺 容之会員  本日の卓話よろしくお願い致します。 

§山本敬三会員  米山奨学寄付、今年度前半は 12 月第 2 例会(来週例会)で締め切りします。今年所得

税減税となります。 

§笠原正人会員  今日から師走。厳しかった今年もあと 1ヶ月。来年こそ良い年を迎えたいですね。 

§村上芳弘会員  今年も残り、1ヶ月となりました。健康に気を付けて頑張りましょう。 

§仲田俊夫会員  令和 3年もあと 1ヶ月になりました。ロータリーも折り返しになります！頑張りまし

ょう！ 

§鈴木秀明会員  もう 12月です。年取ると月日の流れが早いなぁ。 

§田村一夫会員  今年も後 30日、仕事を頑張って良い正月を迎えましょう。 

§黒崎丈博会員  本日例会よろしくお願い致します。40 周年実行委員会も役員の皆様よろしくお願い

致します。 

§青木克浩会員  早いもので、あとひと月で今年も終わりますが、健康に留意して良い年を迎えましょ

う。 

§中野智之会員  今日も元気にスマイルします。 

§磯貝 太会員  先週の土曜日、久々の飲み会に参加して、帰りに代行を頼むと 3～4 時間待ちと言わ

れ、西口から家まで歩いて帰りました。(歩行 1 時間 20 分)タクシーも考えましたが

歩きです。 

§小保方明美会員 令和 3年も、もう終わりですね。またまた不安なことが起きて来ました。いつになっ

たら安心した生活が来るのでしょうか？ 

§横尾憲一会員  月が変わりましてスマイルさせていただきます。今年もあとわずか、くれぐれも安全

運転で行きます。 

§五十畑 嘉会員 12月に入ったのでスマイルします。昨日の雨は、季節外れの激しさで驚きました。健

康に留意して今年を締めくくりましょう。 

§関 享一会員  きれいなお花を頂きありがとうございます。感謝申し上げます。あっという間に師走

になり、世間では忙しい時期到来となりました。今日も一日頑張って行きましょう。

くれぐれも健康に注意することが一番かなと思います。 

§若林博純会員  妻の誕生日にきれいなお花をありがとうございました。 

§藤島 拓会員  妻の誕生日に素敵なお花をありがとうございました。 

 

      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   22名 金額  26,000円  
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   40 周年記念実行委員会報告       黒崎 丈博 委員 

  

   § 12月 1日(水)18：00より、第 3回 40周年記念実行委員会を開催致します。 

 

   年次総会               関口 隆 会長 

  

   議題：第 1号議案 次年度理事役員選出 承認 

      第 2号議案 宇都宮南ロータリークラブ細則改正案 (改正案配布) 

      第 3号議案 総会開催日について 

 

   招待卓話                

 

南蔵院 住職 花木義明 様 板橋セントラルロータリークラブ 

 

※ 卓話者の都合により後日掲載となります。 

 

   新入会員卓話 

  

      

澤村 彬男 会員  

株式会社 栃木リスクマネージメントセンター 代表取締役 

 

 

    みなさんこんにちは！先月入会させていただきました株式会社栃木リスクマネージメントセンターの

澤村と申します。今回はこのような機会をいただき、誠にありがとうございます。 

本日は新入会員卓話ということで、皆様に私がどんな人間か知っていただくために自分の経歴や人とな

りについてお話しさせていただければと思います。一生懸命お話しさせていただきますので、ぜひ最後ま

でお付き合いいただけたら幸いです。本日はよろしくお願いいたします！ 

私は昭和 57年生まれ、現在 39歳になります。来年の 1月には 40歳を迎えます。バツイチ独身です(笑) 

生まれも育ちもここ宇都宮でして、宇都宮の北のはずれ、横山（ニュー富士見ヶ丘団地）が地元になりま

す。非常にのどかなところで、小学校では椎茸栽培をしたり、年に 1度は生徒全員でイナゴを取り、佃煮

にして給食で食べたり、そんなところで育ちました。豊郷北小学校から豊郷中学校を経て、宇都宮東高校

に入学しました。関口会長や中野前会長、猪瀬支配人の後輩にあたります。 

当時、私はこの宇都宮という街が嫌で、早くこの街を出たいと思っていました。狭い人間関係が嫌で、

田舎を抜け出して早く県外に出たいと思っていたのです。 

その後、念願かなって埼玉大学に進学し、宇都宮を離れ一人暮らしが始まったのですが、すべてが自分

の思い通りになる生活になると、学業ではなくバンド活動に夢中になり過ぎましてしまい、あれよあれよ

という間にダメ大学生になりさがり、挙句 4年生大学で 5年生に進学。うだつのあがらない学生生活をお

くっておりました。 

人見知りで人付き合いもうまくなく、学校にもほとんど行かず、バンドの練習とバイト以外ではアパー
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トで引きこもり生活を送っていたんですが、ある日、父親から電話があり、父が難病に指定されている病

気にかかったこと、手術を予定しているが、最悪介護が必要な状態になる可能性もあること、あと数年、

事業を続けられれば借入金の返済なども終えることが出来るので、そこまでは何とか維持しないといけな

いことを聞きました。 

その前年に父と一緒に仕事をしていた母がガンを患い、仕事を離れていたので、戻ってきて仕事を手伝

ってくれないかということを頼まれました。自分は両親が保険の代理店をやっていることは知っていまし

たが、後を継ぐということは考えたことはなく、父親ともあまり折り合いが良くなかったので躊躇しまし

たが、さんざん親に迷惑を掛けたし、借入金返済までの数年間だけなら手伝ってやるかと、そしてまたす

ぐに都内に戻るつもりで、そんな軽い気持ちで帰郷しました。当時 23歳でした。 

私の株式会社栃木リスクマネージメントセンターは、私の父が昭和 59 年に立ち上げました。JR 宇都宮

駅東口（TSUTAYA、ひょうたん寿司）にて今年 37年目となりました。 

現在社員数は役員含めて 6名。実働としましては営業が私と、クラークが 4名、経理が 1名という体制

で営業しております。 

地元栃木の顧客がほとんどですが、ありがたいことに都内など県外にもクライアントがいらっしゃいま

す。企業やクリニック経営者・ドクターのお客様と、一般家庭のお客様などを含めて、おおよそ約 1,000

世帯の保険契約をお預かりしております。保険の代理店としてだけでなく、ファイナンシャルプランナー、

相続診断士、住宅購入アドバイザーなどの資格を生かして、相続・事業承継のご相談や住宅購入時の資金

計画相談なども請け負っております。 

また、ありがたいことに、各種セミナーの講師の依頼をいただく機会もあり、住宅金融支援機構や積水

ハウスさん主催のセミナーでお話させていただいたり、同業者向けの講師として全国からお声がけをいた

だいたり、ここ 4年ぐらいは某外資系生命保険会社より依頼を受け、新人セールス研修プログラムの講師

として毎年お話をさせていただいております。 

弊社は主に生命保険をメインに取扱いしておりますが、おかげさまで新規売り上げの 9割以上が既存の

お客様からのご紹介となっており、親子 2代 3代とお付き合いさせていただいているお客様が多いのは誇

りでもあります。 

世代を超えた長いお付き合いの中で、顧客と保険の担当者という関係性を超えて、親密なお付き合いを

させていただいており、お客様からの信頼を寄せていただいていると感じる場面も多く、本当にありがた

く思っております。 

23 歳で入社して以降、2 代目として、創業者である父とふたりで事業拡大を目指して 10 年ほど一緒に

働きましたが、5年前の 2016年 6月、交通事故で父が半身不随・寝たきりとなり、突然の事業承継と親の

介護・リハビリ生活が始まりました。毎日会社と病院を行き来する日々で、事故から最初の 1か月くらい

は記憶がないくらいに必死に動いておりました。しかしそんな状況でしたので、家を空けることも多くな

ってしまい、その影響で離婚。自分のいきがいと言ってもおかしくない当時 3歳だった娘と離れて暮らさ

なければならなくなってしまいました。（ありがたいことに月に一度面会を行っております。） 

その後父は約 3 年半仕事復帰に向けてリハビリを頑張っていましたが、2019 年 12 月に他界。父は再婚

でしたので、前妻との間に子どもがおり相続の調停も行い、今年無事に決着しました。ここら辺の話は話

すと 15分では決して語りつくせないので、またの機会に。 

この 5年間で事業承継、親の介護、離婚、相続など、数々の苦難に見舞われましたが、ありがたいこと

に保険のセールスの場合、この経験が武器になります。自分が不幸になればなるほど、そこで経験した様々

なことが、お客様へのアドバイスにつながり、より親身にご相談に乗れるようになります。良いのか悪い
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のか分かりませんが、この仕事をやっていて本当に良かったと思います。自分の経験が誰かの手助けにな

るのなら、こんなに嬉しいことはありません。 

突然社長に何かあると、その後継者さんに何が起きるか？社内では何が起きるか？取引先の対応はどう

変わるか？ 

親が介護状態になり車いす生活になったら？在宅介護が難しい場合はどんな選択肢があるのか？ 

離婚の際の財産分与ってどこまで行うのか？養育費ってどう決めるのか？ 

この辺は私すべて自分で経験しておりますので、お困りの方がいらっしゃいましたら是非ご相談に乗ら

せていただきます。 

こうした状況の中でバトンが回ってきたのが 2021うつのみや花火大会会長という大役でした。 

私は齋藤さんのご紹介で花火大会に 2016年に入会しました。川又さんが会長の時です。 

最初は訳も分からず参加しましたが、そこで出会う仲間たちの真っすぐな熱意や情熱に感動し、気付け

ば 6年も在籍していました。 

普段では決して得ることの出来ない沢山の貴重な経験と、かけがえのない仲間たちと出会うことが出来

ました。 

2019年には齋藤会長のもと、副会長として会長の大変さをみていたので、自分自身が会社や私生活が大

変な状況の中で引き受けるべきか大変迷いましたが、貴重な経験や出会いをくれた花火大会にはいつか恩

返ししたいという気持ちもありましたし、人生の中でたった 1年だけでも、先頭に立って地域の為に全力

で走るという機会を与えていただけることのありがたさを感じ、挑戦させていただくことになりました。 

私は、うつのみや花火大会の『カッコイイ大人の背中を見せる』ことが、『こども達の夢や希望、感

動』に繋がるという考え方がすごく好きです。私が初めてうつのみや花火大会に参加した日の会議で川

又さんが熱く語っていた言葉です。 

損得抜きに、自分以外の誰かの為に、泥臭く一生懸命に全力で挑戦すること。この真っ直ぐな想い

が、他のどんな花火大会とも違う、“うつのみや花火大会らしさ“だと思っています。 

今年うつのみや花火大会の会長を務めさせていただき、本当に多くの地元企業を回らせていただきまし

た。こうしたコロナの中で苦しいことも沢山ありましたが、それ以上に、このような状況の中でも私たち

の活動を励まし応援してくれる地域の方、地元企業の皆様の温かいご支援が本当にありがたかったです。 

こちら南ロータリークラブさんもそうですし、こちらの会員の皆様の中にもスポンサーとして熱く応援

して下さった方が沢山いらっしゃいました。「地域のこども達に花火を見せてあげたい！花火を通して感

動を与えたい！」そんな想いで復活したのがうつのみや花火大会です。そんな我々の想いに賛同してくだ

さり、応援して下さる方のおかげで花火大会はここまで活動を継続してくることが出来ました。そんな活

動を通して、宇都宮にはカッコイイ大人が沢山いるんだということを心から感じました。 

宇都宮ってめちゃくちゃいい街じゃないか！と、自分の故郷ってなんてカッコイイ街なんだと誇りに思

うことが出来るようになりました。花火大会の活動を卒業し、これからは私が、自分の後輩たち、若い奴

らを「頑張れ！応援するぞ！」と励ますそんなカッコイイ大人になりたいと思い、カッコイイ大人の集ま

る宇都宮南ロータリークラブに入会させていただきました。まだまだ若輩者ですが、こちらでお世話にな

りながら先輩の皆様から沢山の学びと気づきを得られたらと思っておりますので、今後ともぜひご指導ご

鞭撻のほどよろしくお願い致します。ご清聴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 

12月 15 日(水)  振替休会 12月 18 日(土)  

第 1920 回 

12月 18 日(土) 
18：00～20：30 

夜間例会 

クリスマス家族会 
ホテルニューイタヤ 

第 1921 回 

12月 22 日(水) 
12：30～13：30 

理事会報告 関口 隆 会長 

新入会員卓話（予定） 
ホテルニューイタヤ 

12月 29 日(水)  特別休会  

 

出席報告    川又 俊二 委員 

 

 会員数   56名  前々回 11月 17日 

出席数   36名   訂正率  

欠席数    20名       59.57％ 

出席率  72.00％ 

 

例会予定 

第 1919 回  12 月 8日(水) 

招待卓話 

学)開桜学院日々輝学園高等学校 

キャンパス長 長山 明子 様 


