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通算2921号　2021年8月31日（晴れ）第8回例会　会員数114名

第8回例会

渡邉ガバナー補佐、会長、幹事、会長エレクト、

幹事エレクトの６人で会長・幹事懇談会を開催

いたしました。今年度のクラブ方針などご説明

をし、石田ガバナーからも質問を頂きながらの

懇談会でありました。石田ガバナーからは「Ｒ

Ｉ会長シェカール・メータ氏が言われておりま

す、会員増強の推進と「四つのテスト」を改め

て見直し、会員への意識付けをお願いします」

と言われました。さらに、Ｍｙ　Ｒｏｔａｒｙ

への登録及び地域社会と一緒に奉仕活動をし、

ロータリー活動をアピールして下さいとの事で

した。最後にバナーの交換をいたしました。

ご案内の通り本日もプログラム変更をさせて

頂きました。新会員の渡辺純一会員と郡司公生

会員にイニシエーションスピーチをして頂きま

す。

９月の例会予定表をお送りしておりますが、

来週７日には、知事の卓話の予定のところ、緊

急事態宣言下のため延期となりました。代わり

に、宇都宮ブリッツェン運営会社　サイクルス

ポーツマネージメント(株)　代表取締役副社

長の廣瀬佳正氏をお招きして卓話を頂きます。

廣瀬氏は、元宇都宮ブリッツェンの選手であり

ます。また、９月14日第２例会には、会員の

皆様にコロナ疲れを少しでも癒して頂こうと思

いまして、アフタヌーンＪＡＺＺ演奏会を予定

しております。フルートとピアノによる軽快な

ＪＡＺＺをお聞きして頂きたいと思います。ご

期待ください。

◆伴清会員のご冥福をお祈りいたしまして、

　黙祷を捧げたいと思います。

－　　黙　祷　　－

オンライン例会

点　　鐘　　倉井　章会長　

司　　会　　副ＳＡＡ　山下会員

◇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、こんにちは。緊急事態宣言下、自粛疲

れになっているのではないでしょうか。緊急事

態宣言延長の話も出てきていますが、昨日の新

規感染者が69人で２週間ぶりに100人を割り込

みました。ワクチン接種会場も新たに設置予定

のようですので、是非、９月12日であけて欲

しいものだと思います。先週もお話致しました

が、緊急事態宣言下の例会につきましては、オ

ンライン開催のみとさせて頂きます。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。

29日に訃報のお知らせを致しましたが、伴

清パスト会長が８月27日にご逝去されました。

伴パスト会長は、1971年11月２日の入会で、

50年在籍されておりました。1995年～ 1996年

　第37代会長になられております。ちょうど

35周年の時で、記念事業として35名の会員増

強を行いました。最初の例会でお話しをしまし

たが、私の入会は伴会長の時でした。最終的に

157名の会員となり過去最高の人数でした。伴

パスト会長には、ロータリーのいろはからお教

え頂き、特に幹事の時には大変お世話になった

ことを思い出します。まだまだいろいろとご教

示頂きたかったのですが、大変残念でなりませ

ん。謹んで心よりご冥福をお祈り申し上げます。

本日のプログラムの予定は、ガバナー公式訪

問の予定でしたが、緊急事態宣言下のため中止

となりました。本日11時より、石田ガバナー、
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　　※前任の横田勇起会員は転勤のため退会

幹事報告   渡邊和裕幹事

◇クラブ現況報告書、レターＢＯＸに配布。

委員会報告 　

◇スマイルボックス委員会　山下副ＳＡＡ代読 

第３グループＢガバナー補佐　石田順一様

本日はガバナー、会長幹事懇談会開催ありが

とうございました。本来であればガバナー公式

訪問で皆様とお会いしたかったですが、緊急事

態宣言のため叶わず残念でした。今後ますます

東ＲＣの発展を心よりお祈りいたします。

地区幹事　金子正男様　真岡ＲＣ川堀哲男様

（ガバナー随行）

東ＲＣのますますの繁栄をお祈りいたします。

倉井　章会長

本日、ガバナー公式訪問は中止となりました

が、会長幹事懇談会を開催させていただきまし

た。石田順一ガバナーといろいろご協議させて

いただきました。ありがとうございます。

渡邊和裕幹事

本日、石田順一ガバナー公式訪問により会長

幹事懇談会が開催されました。ありがとうござ

いました。渡邉有規ガバナー補佐も進行役をあ

りがとうございました。

「３分間スピーチ」　　

副幹事　小林弘治

皆さん、こんにちは。今年

度、副幹事を仰せつかった小

林弘治です。先週の例会で谷

田部親睦委員長から３分間ス

ピーチの指名を頂き、本日は

新しい会員の方も増えている

ので、改めて自己紹介させて

頂きます。

私が宇都宮東ロータリークラブに入会してから

５年目になりますが、これまでに、親睦委員、副

ＳＡＡを２年ずつやらせて頂いて、今年度は副幹

事の会計として慣れない作業に悪戦苦闘しながら

なんとか２ヶ月が過ぎようとしています。

仕事はマルコ海苔店の社名で、海苔の加工販売

をしています。1968年（昭和43年）に宇都宮で

生まれ52歳になります。家族構成は妻、子供は

２人（長男と長女）、両親の６人家族です。

小学３年生から高校までの10年間に渡り、野

球部に所属していました。小中学校では目立った

成績は残せませんでしたが、宇都宮商業高校３年

生の春に栃木県大会で準優勝し、関東大会に出場、

ベスト８の成績を残すことが出来ました。夏の栃

木県大会では準々決勝で作新学院に延長15回の

末にサヨナラ勝ちしたものの、準決勝で宇都宮工

業に敗れ甲子園出場を果たすことは出来ませんで

した。しかし35年経った今でも鮮明に思い出せ

る位、印象に残っています。その後、大学に進学

し大学ではゴルフ部に所属し汗を流しました。大

学卒業後は家業を継ぐために同業者で修行を積み、

その後マルコ海苔店に入社し、現在に至ります。

趣味はゴルフでお酒を飲むこともとても好きで

す。現在はコロナ禍ということもあり、外でお酒

を飲む機会もなく、とても寂しい日々が続きます

が、早くコロナが落ち着いてまた楽しいお酒が飲

めることを願いつつ、そろそろ時間になりますの

でスピーチを終了させていただきます。

※次回３分間スピーチは飯村尚志会員

「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（後半） －

※ロータリーの友HPのアニメーション動画

　　配信より
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卓　話

イニシエーション・スピーチ

渡辺　純一会員

皆さま、こんにちは。（株）

丸山木工所の渡辺純一と申し

ます。入会後概ね３ヶ月経ち

ましたが、コロナ禍もあり、

なかなかお会い出来ない皆様

も多いかと思いますので、こ

の場で改めて自己紹介をさせ

ていただきたいと思います。

－　パワーポイントにて説明　－

私は、栃木県出身ではなく、東京からこちらの

方に参りました。（株）丸山木工所の代表取締役２

年目となります。栃木に来たのは今から 17 年前

になります。高校卒業後、勉強をしたくない、と

いう選択をし、１年ほどイタリアのミラノに語学

留学という名目で、現地で仕事をしながら生活を

して参りました。よく「建築の勉強をしてきたの

ですか」と言われますが、当時は旅行業の仕事を

しておりました。ただ、その時のいろいろなこと

が今に繋がることがあり、お世話になった店舗さ

んの改修のお手伝いも、今になってみると非常に

ありがたい経験だったと思います。子供の頃は、

ボーイスカウトの活動をしておりました。日々、

山等で先輩方とワークショップをして過ごすこと

が多かったと思います。その時に思ったことが、

今のモットーでもあるのですが、「備えを常に」

です。何があっても大丈夫なように備えることを

常に思って日々生きております。

趣味ですが、人生 41 年間拒否し続けてきたゴ

ルフを、昨年の７月からきちんとはじめました。

100 を切れない位でうろうろしているのですが、

ゴルフの会があるとお伺いしておりますので、よ

ろしくお願いできればと思います。

仕事につきましては、イタリアから帰ってきて、

建築の道に入ることになります。その当時、ちょ

うど派遣業法で建設の現場監督を派遣で出してよ

いというジャストタイミングだったので経験がな

くても建設現場に入ることが出来、ゼネコンさん

の高層ビルの管理等をさせていただくことがあり

ました。こちらに来て木工屋ということで、全然

違う仕事になりました。

（株）丸山木工所が正式名称なのですが、一般の

方に工務店業をやっている部分が認知いただけな

いということで、５年前位から、マルモコハウス

という屋号で仕事をさせていただいております。

弊社では、住宅、小規模店舗の設計・施工のお手

伝いや手すり１本からリフォームをやっておりま

す。直近では IKEA の正規代理店として去年から

活動をはじめました。ＩＫＥＡ製品の組み立て、

ご提案などしております。会社のモットーは「オ

モイヲカタチニ」です。まず、お客様の思いを建

築物として形にするのが我々の仕事です。また、

我々社員の一人一人の思いを形に出来たら、とい

う意味も含まれています。うちの会社に関わって

もらうことで、いろいろな人が成長であったりと

か幸福であったりとか追求できるような組織にな

ればと考えております。弊社に関わっていただく

職人さんとも常に話をして、労働環境の待遇の改

善等にも取り組めるようにやらせていただいてお

ります。「オモイヲカタチニ」の一つとして、社

員の独立の支援もしています。

弊社は創業が明治 27 年で、今年で 130 年位に

なります。先人達の思いをより多くの方に伝えて

いけるように、また、会社の体制、業態、特にコ

ロナ禍になっていろいろなことが変わってしまっ

たと思いますので、新しい社会に追従出来るよう

な、古きものは良きところは残し、新しいところ

にトライアウトしていくような会社に出来たらと

思っています。

最後になりますが、一生懸命、建築という形で

仕事をさせていただいておりますので、皆様も何

かございましたら、お気軽にお話をいただければ

と思います。よろしくお願いいたします。

郡司　公生会員

皆様、こんにちは。この度、

倉井会長と渡邊幹事とご縁が

ございまして新しく入会させ

ていただきました「ぐんじき

みお」と申します。「公に生き

ろ」と親がつけてくれました

が、まさに、ロータリアンに

相応しい名前かと改めて感じ

ています。本日は、私の自己

紹介からさせていただきたいと思います。

－　パワーポイントにて説明　－

昭和 42年生まれ 54歳になります。宇都宮で生

まれて宇都宮で育ちました。地元の小学校を卒業

し、高校は自宅から約 20㎞の真岡まで自転車で

通いました。東京の大学を卒業し、地元にＵター

ンしてレオン自動機に就職しました。アメリカに

住みたいという夢があったので、海外に駐在員と

して行ける会社に入社しましたが、自分自身でビ

ジネスをしたいという思いも強くありました。６

年ほど務めた後独立を決め、今の仕事をはじめる

ために横浜で２年間修行しました。家族は、妻と、

娘３人おります。趣味は海外旅行で、特にハワイ

が大好きです。他に、車、ゴルフ、買物等も大好



きです。スポーツは小学校から高校まで卓球をし

ておりました。特技は、仕事もそうですが、家の

掃除も含めて綺麗にすることが得意です。

会社は今年で創業 24年になります。自宅脇に

小さなガレージを建ててスタートしましたが、現

在は宇都宮市の下川俣に移転しました。社員は 11

名です。「車を綺麗に」というこだわりがあるお

客様を対象に、空調完備の室内で、洗車から全行

程をし、徹底的に車を磨き上げていく仕事をして

います。車を丸１日かけて磨き上げ、その後コー

ティング処理をしてお客様にお渡しします。艶の

無くなってしまった車でも新車同様に美しく蘇り

ます。弊社では設備にもこだわり、洗う水に関し

ても、半導体の洗浄などで使われるような純水と

呼ばれる水を、逆浸透膜ろ過装置を導入して４ｔ

ほどのタンクに水を貯めて徹底的に洗っています。

また、弊社で特許をとっている、１時間で車のコー

ティングを完全に乾燥させる設備を導入していま

す。東京モーターショーでも依頼されて車を磨き

に行っています。徹底的に車を綺麗にするという

ことにこだわった会社です。

会社は、お客様最優先の考え方でやってきたの

ですが、従業員さんの定着が悪かったため、２年

前から人を大切に、人を中心にして、そこから働

きがいを持ってもらうという会社に変えていこう

ということで、人本主義経営をしています。働き

がいと家族幸福の両立をワンチームで実現し、定

休日の翌日、火曜日の朝がわくわくする会社にし

ようと取組んでいます。コロナ禍もあり、世の中

がどのようになっていくか分からない中、会社を

100年企業として育てていくということで、アペッ

クス 123ビジョン「地域１番の業態を 20店舗展開

し 300 名の素晴らしい仲間を創る！」を持ってい

ます。また、グループ会社にしていこう、という

ことで、今年から、異業種ではありますが、リハ

ビリ型デイサービスを宇都宮市の岩曽町と平松本

町にオープンしました。理想のデイサービスを追

い求める活動をしています。

生まれ変わった時に、もう一度同じ人生を歩み

たい、そんな人生を皆で一緒につくって行きたい

と思います。今回ロータリーに入会させていただ

き、人生の多くの先輩と出会い、新たな物心とも

に豊かな人生を歩んで行けるように、皆様にいろ

いろとご教授いただければと思っています。末永

くよろしくお願いいたします。

－ 4－


