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第7回例会

ＲＩ会長代理ご夫妻歓迎晩餐会はいずれも中止、

10月24日（日）地区大会本会議は時間を短縮し

て行ない、参加は会長、幹事のみということです。

プログラムの変更を余儀なくされ、皆様には大

変ご迷惑をおかけ致しますが、金子プログラム委

員長を中心にいろいろ考えております。本日から、

ロータリーの友に連載コミックとして掲載されて

おりました「ポール・ハリスとロータリー」のア

ニメーションを見て頂こうと思います。第１章

から第６章まで、前半、後半の計12回あります。

一回に５分から７分程度です。原作は、長崎県大

村北ＲＣの佐古亮尊パストガバナーの「ロータ

リーの森を歩く」です。本日も、木平健会員の入

会式を行ないます。第２例会でもお願い致しまし

たが、コロナ禍だから会員増強なんて無理と最初

から決めつけずに、是非ともおひとりの新会員候

補者を見つけ出して頂き、ＲＩ会長が言っておら

れる参加者基盤を広げて行きたいと思います。ご

協力の程、宜しくお願い致します。

なかなかコロナの終息がみえない中ではありま

すが、オンライン例会のみとなりましても、出来

る限り例会を継続していき、休会は避けたいと

思っておりますので、多くの方の例会参加をお願

い申し上げます。

新会員紹介	 紹介者　渡邊和裕幹事
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リモート例会

点　　鐘　　倉井　章会長　

司　　会　　副SAA　石田会員

◇ロータリーソング「それでこそロータリー」

　　　※マスクを着用し、心の中で斉唱

	
会長挨拶　　　　　　　　倉井　章会長

皆様、こんばんは。２週間ぶりの例会です。お

盆はステイホームだったでしょうか。ご承知の通

り、栃木県におきましても、新型コロナウイルス

の新規感染者数が急増し、県全域に８月20日～

９月12日まで「緊急事態宣言」が発令されまし

た。不要不急の外出自粛、都道府県間の移動自粛、

在宅勤務の活用で出勤者の７割削減、飲食店等の

休業要請又は時短要請など出ている中ですので、

例会はオンライン開催のみとさせて頂きます。今

のところ休会は考えていませんので、一人でも多

くのオンライン例会への参加をお願い致します。

本日は、会員増強月間にちなみまして、グルー

プ毎にディスカッションをして頂き、一人でも多

くの新会員の候補者を挙げて頂こうと思っており

ましたが、オンライン例会のみとなり、プログラ

ムの変更をさせて頂きました。田嶋会員と菊池会

員のイニシエーション・スピーチとなります。

また、来週のガバナー公式訪問ですが、ガバ

ナー出席は、例会前の会長・幹事懇談会のみで、

例会参加及びオープンディスカッションは中止と

なりました。石田ガバナーに、ビデオメッセージ

をお願いしておりますので、皆様には例会で見

て頂こうと思いますが、メッセージが間に合わ

ない場合は、プログラムの変更をさせて頂きま

す。また、後ほど幹事報告があると思いますが、

第2550地区2021 ～ 22年度地区大会ですが、10

月22日（金）地区大会記念ゴルフ大会、10月23

日（土）会長・幹事会、地区指導者育成セミナー、
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推薦者　　倉井　章会員　　渡邊和裕会員

幹事報告	 渡邊和裕幹事

◇８月31日ガバナー公式訪問は中止ですが、オン

ライン例会を12時30分より開催いたします。ガ

バナーとの会長・幹事懇談会は11時30分より行

ないます。

◇９月７日はオンライン例会

◇第2550地区2021～22年度地区大会について

　会長挨拶での内容の通り。

卓　話

「３分間スピーチ」　

親睦委員長

谷田部修会員

皆さん、こんばんは。今回

３分間スピーチを担当する谷

田部修です。

まず、私のロータリー歴か

らご紹介させていただきます。

入会は 2016 年、まだ６年目

です。本年度は親睦委員長を仰せつかっています。

職業は「石のやたべ」で墓石の設計施工、「しん

えい堂」で仏壇・仏具の販売を行っています。創

業は明治３年、お陰様で昨年、創業 150 年を迎え

ました。私で５代目になりますが、実は私の出身

は神奈川県藤沢市です。神奈川育ちの私がどうし

て栃木の石屋になったのか？今回はその話をさせ

ていただきます。

生まれは、昭和 42 年。地元・神奈川の高校を

卒業し、東京の大学に進学します。在籍した経済

学部は、銀行・証券・保険といった金融業界に進

む先輩が多く、私も、卒業後、証券会社に就職し

ます。証券会社では、売買手数料をどれだけ稼い

だか、毎日、３回、ホワイトボードに張り出され

ます。仕事は数字が全てです。この仕事を通して、

結果を出す厳しさと同時に素晴らしさも学びまし

た。しかし、その時、私の中に悩みが生じていた

のです。「一生この仕事でいいのだろうか？もっ

と人と触れ合う仕事は出来ないのだろうか？」お

客様に直接喜んでもらえて、生の声を聞くことが

出来る。実はそんな仕事がやりたかったのです。

ちょうどその頃、交際していた現在の妻との結

婚話が持ち上がります。彼女は、石屋の長女娘。

親元では結婚相手に跡を継がせようという話が

あったようです。そして、「石のやたべ」の４代

目	ご存じの方もいらっしゃると思いますが、現

会長からこう言われました。「石屋の仕事はただ

石を売る仕事じゃなくて、お客様の先祖供養のお

手伝いとお墓守りをする仕事。だから誇りをもっ

てお客様のお役に立てる」と。３カ月後には証券

会社を退職し、川崎の石屋で修業生活が始まりま

す。そこから私の石屋としての人生が始まります。

私は今年 54 歳、この職業に就いて約 30 年にな

ります。改めていい仕事をやらせていただいてい

ると感じます。皆さんも、お盆にお墓参りをされ

たかと思いますが、お墓に手を合わせるととても

清々しい気持ちになります。これからも、この仕

事を通して、先祖供養という素晴らしい伝統をい

つまでも残していきたいと思います。

※次回３分間スピーチは小林弘治会員

「ポール・ハリスとロータリー」動画鑑賞

—	第１章　ポールの生い立ち（前半）	—
※ロータリーの友 HP のアニメーション動画配

　　信より

卓　話

イニシエーション・

スピーチ

田嶋　宏章会員　

皆さん、こんばんは。本日

は私のこと、ホテルのことを、

スライドで紹介させていただ

きます。

昭和 63 年生まれ、33 歳の

独身です。家族構成は母と弟と妹がいます。母と

弟はホテルニューイタヤで一緒に働いております。

趣味・好きなことは、お酒を飲むことですが、コ

ロナ禍で、外で飲む機会がなく、最近は飲んでお

りません。銭湯、サウナに気分転換に行っており

ます。コロナ禍になり、何かインドアの趣味をと

いうことで、Netflix 等でよく映画を見るように

なりました。また、健康に気をつけたいという意

識が高くなり、青汁やサプリ、Ｒ -１などを飲む
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ようにしています。悩みは、コロナ禍で体重が増

加気味ということです。最近印象に残ったことは

オリンピックで、いろいろな人の頑張る姿に感動

を覚えました。

経歴ですが、地元の小学校、中学校、高校を卒

業し、大学へ進学。卒業後に、父が修行した静岡

のホテルに、縁あって４年間勤務しました。その

後、宇都宮へ戻りホテルニューイタヤへ入社し、

７年目になります。

ホテルニューイタヤは宇都宮駅西口より徒歩５

分、客室が 230 室、271 名の収容が可能です。レ

ストランは和洋中、バイキング、コーヒーラウン

ジ、バーとかまえており、宴会場は大小合わせて

30 室あります。付帯設備として、神殿、チャペル、

写真室、対面室、サウナがあります。駐車場はタ

ワーパーキングが４基あり、コロナ禍で只今稼働

は２基のみですが、200 台収容が可能です。

ホテルの歩みですが、明治 15 年１月に旅館を

創業しました。昭和 30 年に田嶋光男が三代目を

継ぎ、昭和 47 年に旅館からホテルとしてオープ

ンさせていただきました。その後度々リニューア

ルがあり、平成元年に今の形になったと聞いてお

ります。当時は、北関東で最大の規模施設という

ことで、ちょっとした雑誌にも取り上げられたと

のことです。その後数回の改装を行ない、令和４

年１月で創業 140 周年、ホテルオープン 50 周年

を迎えます。

本日はこうした機会をいただき、本当にありが

たく思います。コロナ禍においてホテル業界は大

きな打撃を受けておりますが、このような状況の

中、皆様にいろいろとお声をかけていただき、感

慨深いものがあります。今後ともご支援をいただ

ければ幸いです。また、宇都宮東ロータリークラ

ブ会員として、一生懸命頑張っていきたいと思い

ますので、宜しくお願いいたします。

菊池　信寿会員

皆様、こんばんは。このよ

うな機会をいただきましてあ

りがとうございます。

—　スライドにて説明　—
まず、名前は「きくちのぶ

ひさ」で、池はさんずいの池

です。信寿は信じるものはめ

でたいということで、子供

のころはあまり好きではなかったのですが、と

ても良い名前をつけてもらったと思っています。

宇都宮の二荒山神社でいただいたそうです。昭

和 44 年生まれで 52 歳です。妻と子供が一人お

ります。生まれも育ちもバリバリの宇都宮の宮っ

子です。父が寿司屋をやっていたのですが、そ

の姿がかっこよくて、寿司屋になろうと思っ

ていました。しかし、近くに回転寿司ができて、

これからは IT、という父の言葉で、私は IT の

会社で働いているのかなぁ、と思っています。

このクラブに入って知ったのですが、なんと、

小林弘治会員と小学校、中学校と同級生でした。

楽しい小学校５年生の遠足の写真がこちらです。

ロータリーに小林君がいて、大変心強いです。

趣味は、仕事でなんとか成功したいという気

持ちが強すぎて、仕事、仕事でしたので、あま

りありません。お酒を飲む場は好きですがお酒

は弱く、ゴルフも好きですが、なかなかうまく

なりません。126 がベストスコアなので、それ

でもよろしければ、お誘いいただければと思い

ます。また、幸せを感じる瞬間は、サウナで「と

とのう」ことです。田嶋さんのお話を聞いて、

お誘いいただければと思いました。

会社はアイ・シー・エスという会社です。40

年前に池田勇介が創業し、私が２代目になりま

す。事業内容は IT を 40 年、飲食事業の焼肉の

牛角を２店舗（ホテルセントレの前のレックスビ

ル２階と競輪場通りの Honda	 Cars の隣）、20 年

やっております。コロナ禍で大変な状況ですが、

焼き肉屋は換気がよいので、ご家族とか、少人

数でお越しいただければと思います。IT 事業で

はいろいろなものをクラウド化するということ

で、勤怠管理やファイルサーバーのデータを全

部クラウド化したり、顧客管理ファイルサーバー

のシステムや、今コロナ禍で営業がなかなか訪

問出来ませんので、マーケティングオートメー

ションというデジタル営業で顧客を獲得してい

く、というご要望が多くあります。皆様も何か

IT でお困りのことがありましたら、ご相談いた

だければと思います。この宇都宮、栃木県を一

緒によくしていければ、という思いでやってい

ます。大先輩方に、仕事、遊びと教えていただ

ければと思います。今後ともご指導のほど宜し

くお願いいたします。


