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● ロータリーソング「それでこそロータリー」 

 

     みなさんこんにちは。 

本日から、庭野宏隆（にわの ひろたか）様が入会されます。どうぞたくさん親睦を深めてくだ

さい。これで 7人目の仲間が増えました。皆様、どうぞよろしくお願いいたします。 

本日の会長の時間は、新入会員がたくさん増えたので、「ロータリークラブの誕生、そして、

シカゴ・ロータリークラブの最初の目的について」のお話です。 

まず、1905年 2月 23日に、ポール・ハリスを含む 4人のメンバーによって、最初のロータリ

ークラブ・シカゴ・ロータリークラブが誕生しました。この「ロータリークラブ」という名称

がなぜついたのかというと、創立当初、会合・例会をお互いの会員の事務所を持ち回りで利用

し開催していたようです。持ち回りから、回転する、回転式の という意味で Rotary という名

称になったと言われています。 

創立の翌年 1906 年、シカゴ・ロータリークラブは、最初に、「クラブの目的」として、会員

間の相互扶助(そうごふじょ)による会員事業の利益の増大と、社交クラブとしての親睦をメイ

ンに 2項目が定められています。しかし、それだけではクラブの存在意義がない。という声に

応じて、2年後に、第 3の項目として、「シカゴの最大の利益の推進、及び、市民の誇りと忠誠

とを 市民の間にひろめること」という項目が追加されました。この地域社会に対する貢献、公

共への奉仕をうたった、第 3 項の追加によって、現在まで続く、ロータリークラブの活動の方

向性が定まりました。ちなみに、シカゴ・ロータリークラブが最初に行った社会奉仕活動は、「公

衆便所設置運動」だったそうです。本日は以上です。ありがとうございました。 

 

 

庭野 宏隆 会員 

株式会社 庭野建設 代表取締役 

推薦者：仲田真介会員・古矢幸伸会員・熊本泰久会員 

 

   司 会・ビジター紹介   樋口 富之 S.A.A 

 

 

 

 

   会長の時間        仲田 真介 会長 

 

 

 

 

  新入会員 入会式 

 

 

 

 

12 月 第 3 例会          

2018年 12月 18日(火)     会員数 41名 出席数 33名 

TEL:028-


RID2550 UTSUNOMIYA YOHOKU ROTARY CLUB 

 

 

 

   §来週は今年最後の例会「クリスマス家族会」です。夜間例会となります。集合時間をご確認く

ださい。 

§来年は 1月 8日 新年会（夜間例会）となります。集合時間をご確認ください。 

§RLI（パートⅢ）の終了証が届いております。 

   回覧 

   §第 13回栃木県ピアノコンクール（本選）のご報告が届いております。 

   お知らせ 

＊本日 12月 18日は・・・国際移民デー 

2000年の国連総会で制定。 

1990年のこの日、国連総会で「すべての移民労働者とその家族に人権保護に関する国際条約」

が採択された。 

時は流れ 2018年 12月！日本の国会では・・・ 

外国人労働者の受け入れを拡大する入管法改正案の本格論戦が 13 日、衆院本会議で始まった。 

導入されると、日本社会はどう変わるのか。人手不足解消のため、経済界の要望も踏まえて成 

立を急ぐ政府・与党。これに対して野党側が、受け入れ態勢の整備や技能実習生の待遇改善、 

安倍晋三首相が導入を否定する「移民政策」の定義などをただす展開となった。           

（毎日新聞より抜粋） 

 

§仲田真介会長  皆さんこんにちは。庭野様、ご入会おめでとうございます。これから共に仲間

として、どうぞよろしくお願い致します。 

§熊本泰久幹事  庭野さん、入会おめでとうございます。 本日、戸祭小にて租税教室をしてき

ました。インフルエンザがかなり流行しているようです。 

§古矢幸伸会員  こんにちは。本日、入会の庭野様、心より歓迎致します。よろしくお願い致し

ます。 

§岩﨑正日登会員 結婚記念日の夕方に花が届きました。25年は通過しておりますので、ニコニコ

致します。 

§長 正英会員  誕生日プレゼントありがとうございました。ワインおいしくいただきました。 

           

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   今週の金額  14,000 円  

     

 

 

§RLI修了証が授与されました。 

 湯浅 定 会員 

 薄久保 大輔 会員 

 

 

   幹事報告          熊本 泰久 幹事 

 

 

 

 

  ニコニコ BOX 委員会報告      杉本 勝 副委員長 

 

 

 

 

RLI 研修修了証          
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    関 夫美 会員 

    株式会社 日商 代表取締役社長 

 

 

皆様、こんにちは。 

ただ今、ご紹介にあずかりました株式会社 日商の関夫美です。 

まず始めに弊社の紹介をさせていただきます。 

弊社は昭和 49年 10月に、現在会長である父、関一八が創業いたしました。おかげさまで今

年、45年目を迎えることができました。父は昨年の 9月末まで、43年という長きにわたり社長

を務めていたわけですが、私が代表という立場になり、父の偉大さがやっとわかりました。 

業種は、自動車部品、用品、機械工具の卸売業を営んでおります。国産車だけでなく、外車

部品も扱っております。自動車に関する物はほぼすべて扱っております。機械工具は主に、修

理工場様で使う手工具に始まり、リフト、洗車機なども扱っております。お客様は主に、オー

トミックスさんをはじめとする、自動車修理工場様、事故車輌を修理する自動車鈑金工場様、

そしてガソリンスタンド様などです。 

業務内容は、基本的にはお客様からご注文いただいた部品を各仕入先に手配し、それらを納

品させていただいております。今はスタッドレスタイヤのご注文をいただくので、一年の中で

最も忙しい時期でもあります。時には、昼食も取れずに走り回っている社員さんもいます。そ

んな日々頑張ってくれている社員さん達に感謝の気持ちを込めて先日は慰労会を開催しました。 

次に、自己紹介をさせていただきます。 

私は、昭和 44年 2月 26日、宇都宮市平松本町に生まれました。峰小学校、陽東中学校、そ

して宇都宮中央女子高校を卒業し、その後一般企業に就職し 4年間、営業事務をしておりまし

た。結婚を機にその会社を退職して、平成 3年 5月に日商に入社しました。あっという間に 27

年の月日が流れました。しかしながら実はその間、4年間だけブランクがあります。 

私が子育てしながら、仕事を続けてこられたのは、物心両面で母の支えがあったからでした。

その母が 7年前に亡くなり支えを失った私は一度、日商を退職してしまいました。そして、今

から 2年前の平成 28年 3月、諸事情により復職いたしました。そして、昨年 10月より父から

事業承継し私が代表取締役社長に就任いたしました。 

日商に入社した時は、勿論、復帰した時にも、まさか自分が代表になるなんて夢にも思いま

せんでした。ちょうどその時期にうちでお世話になっているコンサルタント会社主催の経営塾

で約 1年間、経営を基礎から学ぶことができました。その中で一番感じたことは、「まずは会社

で働く社員さんを大切にすべきだ」ということでした。 

そこで、私が社長に就任してまず行ったのが「第 2土曜日を休業にする」ということでした。

次に行ったのは社員さん全員との個人面談でした。日中は忙しく、仕事以外の話がほとんどで

きないため、社員さんの本音を聞きたい、という想いではじめました。パートさん含め 24名、

全員と行いました。社員さんの中には、親子関係の悩みや、夫婦間の悩みなどの相談も受け、

業務終了後から始める面談は時には夜 9時過ぎ及ぶこともありました。 

   会員卓話           
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これからも全社員が気持ちよく働ける職場作りを目指し、そして会社を存続していくため、

日々精進してまいります。 

最後にもう一つ、お話させてください。私が師と仰ぐ「北川八郎先生」という方がいらっし

ゃいます。人間力を養う為、北川先生の勉強会に月一で東京に通っています。先週の講義の中

で「人生の出逢いは一寸のくるいもなくやってくる。」と仰っていました。伊藤ガバナー年度に

入会できたことも、まさしくそれです。何故かと申しますと関家の初詣は 20年来、多氣山に参

拝しています。また、私の甥子二人は伊藤ガバナーが住職の時代に命名していただきました。

なんと不思議なご縁でしょう！ あらためてそう思います。 

この宇都宮陽北ロータリークラブの皆さま方とも、出逢うべくして出逢ったのだと、あらた

めて思います。入会してまだ 4ヶ月足らずですが、沢山の事を学ばせていただいております。

このクラブに入会しなければ、一生、知りえなかったことも多々あるはずです。この出逢いに

導いてくださいました、杉本さんに、この場をお借りしましてお礼を申し上げます。本当にあ

りがとうございます。 

これからもロータリークラブの活動を通して色々と学んで参りたいと思っておりますので、

今後ともご指導ご鞭撻のほどをよろしくお願いいたします。 

 

 

  

2019年 9月 27日多年にわたり罪を犯した人々の 

改善更生と犯罪の予防に尽力された功績により、 

「法務大臣表彰」を受賞されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   授賞祝            

 

 

 

 

出席報告   山口 友邦 委員長 

 

会員数   41名  前々回ＭＵ   3名 

出席数   33名   前々回訂正   33名 

欠席数     8名   前々回訂正率  

出席率  80.49％        82.50％ 

 

次回例会予定 

 

第 1103 回 12 月 25 日(火) 

夜間例会 

クリスマス家族会 
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日付 プログラム 時間 例会場 

1 月 1 日(火) 法定休日 
  

第 1104 回 

1 月 8 日(火) 
夜間例会：新年会 18：30～ 別途案内 

第 1105 回 

1 月 15 日(火) 

クラブフォーラム 

職業奉仕委員会 
12：30～13：30 ベルヴィ宇都宮 

第 1106 回 

1 月 22 日(火) 

クラブ協議会 

進捗状況報告 
12：30～13：30 ベルヴィ宇都宮 

第 1107 回 

1 月 29 日(火) 

会員卓話：加藤紀夫会員 

「AI（人工知能）について」 
12：30～13：30 ベルヴィ宇都宮 

 

   プログラム          髙橋 順也 委員長 

 

 

 

 


