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§ ロータリーソング「四つのテスト」 

 

   皆さん、こんにちは。本日第 1188回例会です。 

本日は、先週火曜日に行われました会長幹事会のご報告をいたします。各クラブ 1 月 2月と休

会し、3月から例会を再開するクラブがほとんどでした。詳細の審議事項については幹事からご

報告いたします。 

本日は報告がございます。来月 4月より新入会員、峰町キリスト教会の安食牧師が入会されま

す。4月の入会式が楽しみですね。 

さて本日の会長の時間は、先々週岩崎会員から危機管理の話もありましたが、ハラスメントに

ついてお話をさせていただきます。 

まず、皆様ご存じだったでしょうか？セクハラ、パワハラをはじめとする「ハラスメント」。

今やその種類は 40種類にも及ぶといわれています。 

最近では・テクノロジーハラスメント（テクハラ）やソーハラ（ソーシャルハラスメント）な

ど、ハラスメントの種類は日々増えています。つまり今の時代、ちょっとしたことがハラスメン

トになり、誰もが加害者・被害者になる可能性があるのです。 

ハラスメントに関する正しい知識を身につけ、自分がハラスメントの加害者・被害者になるこ

とを事前に防げるように対策をしましょう。 

一言ハラスメント（Harassment）とは、「嫌がらせ」という意味。相手の意に反する行為によ

って不快な感情を抱かせることを指します。ハラスメントを定義するにあたり重要なのが、行為

者がどう思っているのかは関係なく、相手が不快な感情を抱けばハラスメントになること。ただ

し、客観的に正当性が認められる場合はハラスメントにはなりません。 

・男女雇用機会均等法 セクハラ禁止 ・「育児・介護休業法」マタニティハラスメント禁止 

・「パワハラ防止法」大企業は 2020年 6月 1日、中小企業は 2022年 4月 1日より施行 

 

・パワハラ  

部下への必要以上の命令や、理不尽な怒りをぶつける、殴る・蹴るの暴力行為  

・セクハラ  

 司 会                 長 英明 S.A.A 

 

 

 

 

 会長の時間             古矢 幸伸 会長 
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性的な嫌がらせのこと。一般的に男性から女性に対してのイメージが強いですが、女性から男

性、同性同士でも行われている場合もあります。 

 

1つ目が「対価型セクハラ」。これは「俺と付き合えば/性的な要求を受け入れれば良い評価を

する」などと性的な言動を強要するものです。 

2つ目が「環境型セクハラ」。お酌を女性に強要したり、明確な不利益を伴わなくても職場環境

を悪化させるものを指します。 

・カスハラ(カスタマーハラスメント)つまり客の悪質行為をカスタマーハラスメントと言いま

す。保証期間が過ぎているのに「無料で修理しろ！」と言ったり、些細なことにイチャモンを

つけ「土下座しろ！」と言ったり。ここは最近注目の部分です。顧客や取引先からの過剰な要

求などにより精神疾患を患うなどこれが労災と認定されることが多くなってきています。経営

者という立場で従業員はもちろんですが、取引先などに行き過ぎた強い要求、していません

か？正しい知識を身に着け気を付けましょう。 

 

 

◇ 森本ガバナーより、趣意書が発行されました。回覧いたします。 

内容は、RI第 2550地区の各クラブが互いに協力し、栃木県医療関係 4師会（医師会、歯科

医師会、看護師会、薬剤師会）への義援金寄贈を行うというものです。 

当該趣意書につきまして、3月 16日(火)の RI第 2550地区 第 3グループ A・B 第 3回会

長・幹事会にて協議した結果、各クラブが義援金の寄贈を行うことになりました。 

当クラブとしまして、持ち回り理事会の承認を得て、会員 1人 2,000円の義援金寄贈を行い

ます。こちらの義援金は、クラブの資金から捻出しますので、改めて会員の皆様から費用の徴

収はありません。 

 

 

    

§古矢幸伸会長  こんにちは。本日、日下会員、大久会員、卓話よろしくお願い致します。 

   §長 正英会員  我が家の桜が、ほぼ満開です。三春の枝垂れ桜の子孫です。 

       

   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  4,000 円    

 

 

   3月 17日(水)レイクランドカントリークラブに於いてゴルフコンペが行われました。 

   優勝 田中豊治会員  準優勝 綿引将士会員  3位 加藤紀夫会員 

   ニアピン 湯浅 定会員・上杉哲也会員・田中豊治会員 

 

 

幹事報告               樋口 富之 幹事 

 

 

 

 

ニコニコボックス委員会報告     関 夫美 委員 

 

 

 

 

ゴルフ愛好会報告          西山 譲 委員 
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   大久 明香 会員 株式会社 ウィルネクスト 専務取締役 

 

   

 

私は杉本会員からお声かけ頂きまして、2019年の 12月に入会を 

させて頂きました。まさか私が入会するとは思ってもいなく、とん 

とんと話が進み、私が何かの役に立つのかな？という思いで入会しました。どんな方たちがいるの

か、人見知りな私にとって、とても不安でした。 

入会してから約 1 年 3 か月経ちましたが、コロナの影響や体調不良により半年ほど参加できて

いませんでしたので、これから皆さんともっと関わっていきたいと思いますのでよろしくお願い

いたします。 

簡単に自己紹介をさせていただきます。 

私は鹿沼市の上石川という地で、園芸関係の自営業の父と保育士の母親のもとに生まれました。

母が父の仕事を手伝うようになり、小さいころから両親とも自宅にはいるものの作業場で毎日仕

事をしていたため、私はおばあちゃんやひいおばあちゃんに面倒を見てもらい育ちました。一つ下

の妹と 3 つ下の妹がいまして、近所でも私が一番年上のおねえちゃんということもあり、しっか

りしなくちゃと、甘えることができずにいた記憶があります。甘えるのがとても苦手になったのは

このころからだと思います。 

鹿沼市の石川小学校、北犬飼中学校と通い、母親の影響で小学 3 年生から中学校 3 年生までバ

レーボールをやっておりました。セッターというポディションにつき、中学校 2 年生の時は顧問

の先生がとても厳しく必死に食らいついていった記憶があります。チームワークで勝負に勝って

いくことがとても楽しく、充実した中学生活でした。 

2年前くらいまではママさんバレーに混ざっており、母と妹 2人と同じチームで活動をしていま

して、いまでも体力には自信があります。 

そして、まじめに中学校生活を終え、高校は鹿沼商工高等学校の商業科へ進みました。ついに高

校で自由を手にしまして、アルバイトをすぐ始めました。ケーキ屋さんやドラックストアでアルバ

イトをしながら、好きなものを買ったり、友達と遊んだり楽しい高校生活でした。このころは、商

業科の簿記を習って何かの役に経つのかと思っておりましたが、資格を取ることが楽しく頑張っ

ていました。 

幼少期から、保育園の先生になりたいという夢がありましたが、高校 3 年生の時に美容業界に

興味を持ち、その後は小山の TBC 学院のトータルビューティ学科に進学をしました。ペアでマッ

サージの練習をしたり、ここでも美容に関する様々な資格を取得しました。とても華やかなイメー

ジでおりましたが、結構ハードで体力勝負なところもあり、バレーボールで付けた体力が無駄にな

らずに済みました。 

その後、自営業の主人と結婚をし、エステティシャンは続けるつもりでいましたが、自営業の父

と母を見ていた私は、手伝わないといけないのかな？と単純に思い、社長夫人の優雅な生活を夢見

て会社にはいりました。 

お庭が自宅にあることは、田舎に住んでいた私にとって、あって当たり前、車庫もあるし、何不

会員卓話             

 

 

 

 



RID2550 UTSUNOMIYA YOHOKU ROTARY CLUB 

 

 

自由なく暮らしていたため、庭の業界に入ったときは、こんなに庭のこと考えている人がいるんだ

と、驚いたのを覚えております。 

当初は、まだ主人は職人で現場作業をしていたため、私は経理や書類の整理からスタートしまし

た。その後は夏も冬も現場での作業経験をし、エステ時代の頃は日焼けをしていなかった顔や腕が

どんどん日焼けをし、まったく想像もつかない状況でした。もともと外に出るのは好きなので苦に

はならなかったのですが今考えたら、よくやったなーと思いますし、社長夫人の優雅な生活も夢で

終わってしまいました。 

ホームセンターやエクステリア店の下請けがメインとしておりましたが、このままでは変われ

ないとうことで、どうやって営業を覚えたらよいのか右も左もわからないままインターネット集

客の外構店に加盟をし、とにかく数をこなし、ほぼ独学で知識も得たりと場数を踏みました。 

現在は、私を含め営業が３名、パート 1名、現場担当 1名、協力業者様に力を貸して頂き、個人

事業 10年、法人成りして 7年目を迎えることができました。私は、営業と設計、経理を担当して

いまして、毎日があっという間に過ぎ、まだまだ未熟な私は、自分の時間が取れなくてストレスを

ため込んだりもしました。 

私の性格は、良くも悪くも完璧主義・頑固なところがあり、しょっちゅう壁にぶち当たっては、

相談することもできずに一人で抱え込む癖があります。 

経営者ってこんなに大変なの？考えても考えても悪循環になってしまい、うまくできない自分

を責めてしまうこともあります。そんな時の私のストレス解消法は、とにかく掃除をすることで

す。ひたすら動いて、断捨離をします。なんでも捨てると怒られることもありますが、とてもすっ

きりした気分になれます。行きづまった時は掃除をして、気持ちを切り替え、前向きに進めたらな

と考えています。 

私は今、自分を認めることが一番の目標です。コロナの影響で、お家時間が増え家族との時間も

増えた方が多く、お子様と遊べる庭にしたい、家にかえってきてホッとできる場所を・・・という

ことで今までにない、こだわりを持った方も増えてきました。そんな時、たくさんのお庭を見てき

た私がいろんな提案ができるのも、誰かの役に立っていられるのも、今までの経験があったからこ

そだと、自分を褒められる人になりたいと思います。 

いい意味で仕事を頑張りすぎず、休む日をしっかりとつくり、天気の良い休日は友達と庭でバー

べキューをしたり、楽しい海釣りに行ったりしたいなと思います。実は最近、流行りのテントサウ

ナを購入し、ほぼ毎日サウナを楽しんでいたりもします。 

お庭屋さんということで、アウトドアを楽しんでもらいたく、庭にまつわる商品のネット販売や

DIY応援をしており、ピザ窯のレンタルやガーデン資材の販売なども行っておりますので、これか

らお庭を楽しみたいなという方は、ぜひお声かけください。 

ロータリークラブとはどういう活動をしているのか、まだまだ分からないことだらけです。皆様

と一緒に盛り上げていきたいと思っておりますので、今後ともご指導のほど、よろしくお願いいた

します。 

本日はこのような機会を頂きありがとうございました。 
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    日下 篤 会員 Kusaka Vineyards 代表 

 

 

皆様こんにちは この度陽北ロータリークラブに入会させていただき 

ました Kusaka Vineyards 代表の日下篤と申します よろしくお願いいた 

します。 

私の事業業種は農業になります 事業内容としましては自社でブドウ栽培を行い、ワインを中

心とした加工品を製造販売しております。また一部生食用ブドウも生産販売しております。 

農家といっても親から続く伝統的な農家ではなく、私が創業しまして 6年目のまだまだ未熟な

事業であります。 

ここで、私の簡単なプロフィールをお話しします。 

1983年生まれの 37歳です。生まれは富山県で小学校の卒業まで北海道の別海町というところ

で育ちました。 

その後、中学入学時に親の仕事の都合で市貝町に家族で移住しました。小さい頃から野球少年

でして、その頃は野球にしか興味がなく、高校は作新学院に進み、野球部に所属していました。

長英明会員と林公則会員は野球部の先輩になります。 

その後、専門学校を出てからは、野菜の種を卸販売している種苗会社に 7年程勤務しておりま

した。この会社で農業に出会った事がのちに起業するきっかけになりました。 

会社では研究農場勤務で主にとうもろこしやトマトの品種試験栽培、品種選抜を行っておりま

した。内容は日々畑に出て作物を育て、端から食味テストとパフォーマンスをスコア付していく

仕事で、やっている事は極めて農業に近いものでした。 

唯一違う点は、育てた作物を販売するかしないかでした。会社では作物を品種として世に出す

べくひたすらにパフォーマスを見ればよかったので育てたものを販売するということは一切あり

ませんでした。 

会社での経験を積んでいく中で、自分が育てた農産物を販売したいという思いが強くなってい

き農業で独立したいと思うようになりました。ただ、お客さんである農家さんは口を揃えて農家

は儲からん。と言っている姿をよく見ましたし、現状の農業の体勢を新規就農者がマネをしても

生き残ってはいけないと思い会社員の時に色々と考えた結果、選んだ作物がブドウでした。 

ブドウは生で食べるのは当たり前ですが、ワインやブランデー、バルサミコ酢、ジュース、レ

ーズンと言った加工用途が高い作物です。加工により付加価値をつけ農産物としてのブランド化

を図って行く事で今後の農業の一つの方向性ではないかと思い、２９歳の時に脱サラし、学ぶな

らブドウやワインの本場山梨県だと思い、３年間ブドウ農家とワイナリーに研修及び勤務をしま

した。そして 2016年に市貝町に戻り KusakaVineyardsを創業しました。 

今回、ロータリークラブに入会させていただきました経緯についてお話ししいたいと思いま

す。入会のきっかけは今司会をされている長英明会員のご紹介をいただいた事が始まりでした。

先ほども言いましたが、私と長会員は高校の野球部の先輩後輩という仲でして以前から S N S上

では繋がりがあり、1年半程前だったと思いますが、SNS経由で長英明会員からご連絡をいただ

きました その後、会合などにも呼んでいただく機会があり、長会員を初め古矢会長、仲田会員

新入会員卓話             
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からロータリーのお誘いを受けました。ロータリーの歴史や、活動に関しても教えていただき、

最初は自分には不釣り合いなのかなとは思いつつも関心を持ち始めました。 

今私がこうして自分がやりたい事ができているのもいろんな方々や社会の支えがあってのこと

です。こうした恩恵を支えていただいた方々にお返しするのはもちろんですが、自分の事業を通

じて社会に何かの形で貢献出来ればいいなと思いがあり、ロータリークラブではいろんな形での

社会貢献に携わる機会をいただけるのではないかと思っています。 

まだまだわからない事ばかりですので、諸先輩方から多くを学びたいと思っております。今後

ともよろしくおねがいいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

 

日付 プログラム 時間 例会場 

第 1190 回 

4 月 13 日(火) 

会員卓話 

杉本 勝 会員 
12：30～13：30 ベルヴィ宇都宮 

第 1191 回 

4 月 20 日(火) 

夜間例会 

観桜会 
18：30～ 別途案内 

第 1192 回 

4 月 27 日(火) 

クラブフォーラム⑤ 

奉仕活動プロジェクト委員会 

熊本泰久 常任委員長 

12：30～13：30 ベルヴィ宇都宮 

 

   プログラム 

 

 

 

 

出席報告    荻原 克則 委員 

 

会員数   45名  前々回ＭＵ   0名 

出席数   39名   前々回訂正    0名 

欠席数     6名   前々回訂正率  

出席率  86.67％       71.11％ 

％ 

例会予定 

3 月 30 日(火)  特別休会 

第 1189 回 4 月 6 日(火) 

クラブ協議会④  

次年度会長指針 

田中豊治会長エレクト 


