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第43回例会

英語のフェローシップ（Fellowship）の意味は、

日本人がイメージする親睦のイメージとは少し

異なっているようです。日本語で『親睦』と言

えば、いわゆる宴会やゴルフや旅行など親睦活

動をさすことが多いわけですが、辞書によれば、

フェローシップとは、『何かを一緒に行う、ま

たは利害を分け合う人々の行いで生まれる友情

の感情、仲間意識、連帯感』と言う意味になり

ます。つまり、ロータリーの親睦とは、ロータ

リー運動を志す仲間の連帯、友情ということに

なります。そしてロータリーは、この仲間同士

の友情、連帯としての親睦（フェローシップ）

が根底にあり、前提条件になっているのです。

さらに、その親睦を深める手段としてロータリ

アン同士の様々な親睦活動があるのです。この

ようなロータリーの親睦活動を通じて楽しみを

分かち合い、地域を越えた親睦を深めることに

より、一層ロータリーライフを充実したものに

することができるのだと思います。

国際ロータリーには、このロータリアン同士

の親睦を深めるための「ロータリー親睦活動グ

ループ」があります。一言で言えば、世界的な

同好会活動といったところだと思います。我々

の宇都宮東ＲＣにも囲碁の会、野球部と８つの

趣味の会がありますが、ロータリー親睦活動グ

ループは、共通の趣味、関心事項、スポーツ、

職業をもつロータリー会員の集まりです。自

分と同じ職業をもつ人々との交流を通じて、職

業能力を向上させます。世界中で新しい友人を

つくり、奉仕の機会を探求することで、ロータ

リーでの経験をさらに充実したものとします。

同じ興味や情熱をもつ世界中の仲間たちと交

流でき、ロータリアンだけではなく、ロータリ

アンの家族、ロータリープログラムの参加者や

ロータリー学友なども参加することができます。

現在、100を超える親睦グループが、国際ロー

ハイブリッド例会

点　　鐘　　倉井　章会長　

司　　会　　副ＳＡＡ　飯村会員

◇ロータリーソング「四つのテスト」

　　　※マスクを着用し、心の中で斉唱

◇持帰り弁当　

 
会長挨拶　　　　　　　　倉井　章会長

皆様、こんにちは。関東地方は、昨日、平年

より１日、昨年より８日早く梅雨入りをしたよ

うです。６月に入りまして、私の会長職もあと

１カ月を切りました。会食を挿んだ通常の例会

がいつかは出来ることを信じ、今日を迎えてし

まいました。今日を含め、あと３回の例会で

す。来週は、延期になっておりました職場訪問

で、カンセキスタジアムとちぎ見学の移動例会

です。また、再来週は、倉井年度最終の夜間例

会となっております。県によります会食制限も

解除されておりますので、感染拡大に十分配慮

し、検温、消毒液、パーテーションの使用、換

気に十分気を付けながら食事会をしたいと思い

ます。宜しくお願い致します。

６月は、「ロータリー親睦活動月間」です。レ

クリエーション活動や保健と医療問題に共通の

関心を寄せるロータリアンや、類似した職業を

持つロータリアン同士の国際親善と善意の重要

性を認識し、親睦活動への参加の増加及びこの

プログラムに対する理解を促進するため、ＲＩ

理事会によってロータリー親睦活動月間として

指定されたものであります。ＲＩ理事会は、各

親睦グループがプロジェクト、活動及び催しを

通して６月の「ロータリー親睦活動月間」を祝

う活動を強調するよう奨励しています。

ロータリーで言う親睦は、英語ではフェロー

シップ（Fellowship）となっています。ただ、



タリーに登録されています。 また、親睦活動グ

ループは、医者や弁護士などの職業を中心にし

たグループから、ゴルフ、ジャズ、料理、チェ

ス、囲碁、ワイン、バイクといった趣味や関心

まで、実に多岐にわたります。また、親睦だけ

を目的としたグループもあれば、奉仕プロジェ

クトを実施しているグループもあります。囲碁

は、ロータリー囲碁同好会（ＧＰＦＲ）が2000

年３月に日本、韓国、台湾、米国（ハワイ）で

結成された国際ロータリー公認の親睦団体で

す。当クラブ囲碁の会メンバーも参加をしてお

り、2019年10月５日に行われた全国囲碁大会で

は、若井会員が、初級クラスにおいて４戦全勝

で優勝、クラブ対抗戦でも宇都宮東ＲＣが優勝

をしております。皆様も是非、積極的に世界の

ロータリアンと親睦活動を通じて、友人を増や

してみてはいかがでしょうか。

本日はこの後、ピアノとサックスによる生演

奏をお聞きいただきます。どうぞお楽しみくだ

さい。卓話は、イニシエーション・スピーチを、

木下会員と谷田部会員にお願いしております。

本日も、最後まで宜しくお願い致します。

ピアノとサックスの生演奏

　ピアノ　　櫻井 智則　様

　サックス　倉持 かえ　様

演奏曲  

　L-O-V-E　　Nat King Cole

　Imagine　　John Lennon 

　Take Five　Paul Desmond

アンコール曲

　On the Sunny Side of the Street 

　　　　　　　　Louis・Armstrong

※ピアノとサックスの二人だけのデュオJazz

　心に響く素敵なナンバーでした。

幹事報告 渡邊和裕幹事

◇ロータリーレート　６月は１ドル127円

◇来週、６月14日（火）は職場訪問・移動例会。

◇６月21日（火）は倉井年度最終例会。

◇現況報告書・会員一覧掲載用のデータをレ

ターＢＯＸに配布。変更等あれば事務局迄。

委員会報告 　

◇親睦委員会　　　　　　　　　谷田部委員長

　

＜誕生祝い・６月＞　　

会員誕生

飯村　尚志、木下　仁志、黒崎　定美、

中山　靖之、岡田　孝司、佐藤　克廣、

末永　義雄、手塚　正智、

山﨑　盛美

各会員

夫人誕生

青木　格次、平出　　直、今泉　臣夫、

門倉　秀夫、金澤　正英、金田　　剛、

片嶋　常隆、川村　壽文、

菊地　章浩、鈴木　　明、戸田　泰裕、

上野　初雄、薄井　　晃

各会員の奥様

◇スマイルボックス委員会　　　　手塚委員長

黒崎定美会員

去る　５月 24 日に栃木県初となる Google

の正規プロバイダーとしてパセオ２階にス

マートフォン修理店を open しましたのでスマ

イルします。

倉井　章会長

倉井年度の例会もあと３回となりました。

最後まで頑張ります。よろしくお願いします。

若井　勲会員

2021 年 11 月４日、かましんカルナ駅東店

オープン。2022 年３月 10 日、かましんカル

ナ市貝店オープン。スーパーマーケット、ド

ラッグストア、100 円ショップ、綜合衣料と

普段の生活の豊かさをコンセプトに充実を図

りました。また、本部をゆいの杜店から駅東

店３階に移転し、営業力の強化を図りました。

今後とも、ご指導、よろしくお願い致します。

◇職業奉仕委員会　　　　　田村委員長

６月 14 日の職場訪問（移動例会）当日の注意

事項並びに概要について確認。

１. 駐車場は北西側の「北第１、第２駐車場」。

12時25分までに体温測定を行ない、受付を

済ませるように。

２. 「新型コロナウィルスの感染防止対策」の

ため、当日は５項目に該当することを確認。

３. 例会に準じた形式。スタジアム内の見学は

約40分程度。フィールド内は硬い靴は禁止

のため、靴底の軟らかい靴または運動靴で。
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「３分間スピーチ」

福田治雄会員

皆さん、こんにちは。私は1945年生まれで、ロー

タリーには1989年に入り、三十数年になります。川

村さんと一緒に入会した覚えがあります。最初の１

年では、もう辞めようかなと思っていたのですが…。

そんな時に太城さんと副幹事を仰せつかりました。

幹事が伊澤さんで、二人にはいろいろと手ほどきを

受け、太城さんにはゴルフでも手ほどきを受けまし

た。会長は皆藤さんでした。最後の旅行では、福島

から札幌までの２日間、ゴルフや「すすきの」のバー

で楽しんだ思い出があります。次に、幹事をやりま

した。会長が宮下さんで、カンボジアに学校を建て

る、ということでした。倉井現会長に資金を集めて

もらい、シムリアップの近くでソンダン小学校を建

てました。今もあるようです。

その後、会長になりました。この時、宇都宮ＲＣ

と宇都宮東ＲＣは大きなクラブなので、組織を変更

してください、という話があり、組織を変更しまし

たが、あまりメリットはありませんでした。会長が

終わる頃、「東クラブさんはガバナーを出していな

いんだよね。」という話になりました。ガバナーは

齋藤五一さんと辻由兵衛さんの二人しか出ていませ

んでした。ガバナーに羽石さん、ということですぐ

に決まったのですが、地区幹事がなかなか決まらず、

私が幹事になりました。加藤さんや優秀な副幹事が

いらっしゃいましたので、なんとかすみました。時

間が来ましたので、続きは次の機会にお話したいと

思います。

卓　話

イニシエーション・スピーチ

木下仁志会員

皆さん、こんにちは。アートナイヴ (株 )の木

下仁志と申します。今月で 45 歳になります。ま

ずは、昨日、倉井会長をはじめとしまして、諸先

輩方にロータリー情報研修会を開催していただき、

ありがとうございました。身が引き締まる思いで

ございます。

自己紹介をいたします。生まれは神奈川県の三

浦市で、緑豊かな温暖なところで育ちました。小

学校から大学までサッカーをしておりまして、中

学校の時は毎日練習の日々で、お盆と正月以外は

部活でした。高校に入りまして、元日本代表のキャ

プテン、藤島コーチのもとで教わり、県大会は決

勝戦までいったのですが、負けてしましい、全国

大会を逃しました。その頃には、私も、神奈川県

選抜でやっていましたので、プロを目指して国士

舘大学のサッカー部に入り、寮生活をおくりまし

た。先輩、後輩の厳しいところでした。お亡くな

りになりましたが、柔道の齋藤先生が寮長でした。

大学を卒業し、積水ハウスに入社しました。そ

こでの仕事はアパートの営業で、飛込み営業が主

だったのですが、まったく売れませんでした。20

代の頃です。「数字が人格」という、厳しい中でやっ

ておりました。結婚もしましたが、その年の成績

が年間１棟で、これでは生活できないと転職を考

えました。ただ、最後の半期だけは自分が思った

ように仕事をやってみよう、と思ったところ、売

れて、目覚めました。自分で責任を持って一人で

やってみようと思ったことで、色々な方が協力し

てくれたのではないかと思います。20 代の頃は

40 棟位しか売れなかったのですが、30 代の 10 年

間で 270 棟売ることができまして、日本一の営業

成績になることができました。今のうちの社長で

もある長野社長（当クラブ会員）に、日本一にな

らせてもらったというところなのですが。

長野社長とのエピソードですが、最初に、懇意

の不動産業者さんに社長を紹介していただきまし

た。あまりの迫力に私もびっくりしてしまいまし

た。社長と飲みにいくことになり、ビールを１

ダース、日本酒を１升、一人で飲んだらしいです。

当時はまだ体力もありましたし、先輩後輩の厳し

いところにいたものですから、お酒をつがれる時

は、グラスは空にしなければいけないと思ってお

りました。社長に注がれる度に全部空け、急ピッ

チでどんどん飲んだということのようです。まっ

たく記憶がなく、翌日起きてみたら、顔以外は全

て落書きをされておりました。記憶がなかったも

のですから、これはえらいことをしたと思いまし

て、すぐに謝りに行きましたところ、怒られずに、

気に入っていただけたようでした。はじめて社長

の方から仕事をいただき、１件終わるとまた新し

い仕事をさせていただきました。

20 年位ハウスに勤めておりましたが、転勤等、



いろいろなことがありまして、社長の方から温か

い言葉をかけていただき、今、日環のグループ会

社であるアートナイヴ (株 )で建設業の方をやら

せていただいております。今、このようにやらせ

ていただいているのも、社長の人徳のおかげです。

皆への感謝を忘れずに、今後も精進して参りたい

と思います。

※谷田部勝寛会員のイニシエーション・スピーチ

は、時間の関係で６月21日の最終例会となりま

した。
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