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会長　　海老原　均 幹事　　田村　浩次 会報委員　（久保康夫、中川宏行、石川久雄、見目良一）
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　皆さん、こんにちは。
　先ごろ行われました市町村
議会議員選挙では、当クラブ
より杉田会員、大瀧会員、
川堀会員,柳田会員が立候補
され４名とも見事当選されま
した。おめでとうございます。
地域の為に頑張って頂けれ
ばと思います。
　４月も最後の日になってしまいました。花見の時期もあっ
という間に過ぎてしまい、初夏を思わせる日々が続き体調
が思わしくない方もおられると思いますが、いよいよＧＷ
の連休に入ります。もう一踏ん張り頑張って連休を満喫し
て戴ければと思います。
　そこでチョットご注意をとは言いませんが、心の片隅に置
いて頂ければと思います。今はﾃﾞｼﾞｶﾒ､ｽﾏﾎで、簡単に記
念写真や風景を撮影する事が出来ます。その記録写真に
ついてチョット注意しなければならない事があります。その
写真をブログやＳＮＳにＧＰＳ情報が付加されたまま投稿
されてしまう事になります。

宇都宮⇒東武ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝﾃﾞ

閲覧者は撮影場所が、何時どこで撮影された
かを特定できてしまうのです。例えば、自宅で
撮影した諸々の写真から自宅の住所が判明
するーーと言ったリスクがあるようです。公開
範囲を限定しても知り合いが投稿写真を自分
のブログに貼り付けた場合、公開範囲は無限
になってしまう事になります。そうなると世界
各地どこからでも見る事が出来るようになって
しまいます。その場所に居合わせた人や、絵
画、ポスターなどの著作物が映り込んだ場
合、内容や状況によってはプライバシーや肖
像権・著作権の侵害トラブルに発展する可能
性にもなってしまいます。防ぐ方法として①投
稿時にはＥＸＩＦのＧＰＳ情報の有無を確認し、
ＧＰＳ情報が付加されている場合はアプリや
ツールなどで削除する。②一緒に写っている
人に事前に投稿の許可を得る。③公開する
必要の無い写り込みは特定できないように加
工をして頂きたいと思います。話が長くなりま
したがご注意を。
　本日の卓話は内部卓話で「人生８０年」戦
前、戦後、現在を熟知しておられる杉村さんと
２０４０年頃には市町村が崩壊する可能性が
有るのではないかとと心配される渡邉さん「少
子化問題と日本の未来」について、卓話よろ
しくお願い致します。
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合 計 金 額  2,030,215

海老原　会長
　月末にも関らず例会に出席戴きましてありがとうござ
　います。先般ﾈﾊﾟｰﾙでおきた大震災にまきこまれた
　皆様に心よりお悔やみ申し上げます。又、当クラブ
　にいた米山記念奨学生ﾙｲﾃﾙ・ﾏﾍｽ君のご家族も心
　配です。先日行われました市町村議会議員選挙に
　見事当選されました４名の会員の皆様お疲れ様でし
　た、そしておめでとうございます。本日の卓話杉村さ
　渡邉さんよろしくお願い致します。
田村　幹事
　先の統一地方選挙にあたり当クラブより４名立候補
　そして全員当選おめでとうございます。今日杉村さん
　卓話よろしくお願い致します。ﾛｰﾀﾘｰ精神が知れるの
　ではと思います。渡邉さん卓話テーマが堅いですが
　IMの時のｻﾌﾟﾗｲｽﾞｶも期待してます。
岡本AG
　統一地方選で再選された大瀧和弘、柳田尚宏、両君
　杉田貞一郎、川堀哲男両君おめでとう。出馬の目的
　完遂の為、頑張って下さい。ｻﾝﾊﾟｳﾛRI世界大会に参
　加する久保康夫、金子正男、石塚龍夫、斉藤敏彦、
　中川宏行会員ご苦労様です。クラブの名誉です。私
　は益子RCの付き合いです。杉村会員、渡邉会員卓
　話お疲れ様です。
福原一郎君
　大瀧様,柳田様,杉田様,川堀様おめでとうございます。
　杉村様,渡邉様卓話ご苦労さまです、拝聴致します。
広瀬紀夫君
　杉田君、川堀君、大瀧君、柳田君当選おめでとうご
　ざいます。ますますのご活躍を期待します。杉村さん
　渡邉さん卓話、楽しみにお聞きします。

杉田貞一郎君
　皆様方に大変ご心配をお掛けしましたが、
　無事に４選を果たす事が出来ました。芳賀
　町民が笑顔で子供達が誇れる町づくりに
　一生懸命努力してまいります。今後ともご指
　導ご鞭撻をお願い致します。本当にありがと
　うございました。
久保康夫君
　杉村PP卓話ありがとうございます。渡邉
　佳寛君卓話頑張って下さい。
齊藤敏彦君
　先日の移動例会ご来社頂き誠にありがとう
　ございました。毎月来て頂ければきれいな
　ままでいられるかも？市町会議員の皆様
　誠におめでとうございます。杉村さん、渡邉
　さん卓話よろしくお願い致します。
中川宏行君
　杉村PP、渡邉さん卓話楽しみにしていまし
　た。宜しくお願い致します。
大越正和君
　大瀧和弘さん、柳田さん、杉田さん、川堀さ
　ん当選おめでとうございました。杉村さん、
　渡邉さん卓話宜しくお願いします。
岡本佳男さん
　大瀧和弘さん、柳田尚宏さん、杉田貞一郎
　さん、川堀哲男さんこの度の選挙、当選お
　めでとうございます。杉村PP,渡邉さん卓話
　宜しくお願い致します。
豊田光弘さん
　杉村PP,渡邉さん本日は卓話をお受け頂き
　ありがとうございます。じっくり拝聴させて頂
　きます。

 0
米山今期累計  48,215

ビジター  10,000

前回繰越金  1,915,000
会　　　員  57,000

  　幹事報告　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　田村　幹事

・クラブ室のＧＷ中休みは１日～７日までです。
・真岡市教育委員会からＨ27年度マイチャレンジの依頼が来てます。
・新入会員の石井誠さんのｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝが終了致しました。
・荻山ＡＧより先日の卓話の車代ｽﾏｲﾙBOXにご寄付戴きました。
・６月７日益子RC３５周年記念事業の
　大船渡RC訪問の参加以来が来てます。

本日のｽﾏｲﾙﾎﾞｯｸｽ

ｽﾏｲﾙ今期累計  1,982,000

ｽﾏｲﾙ
片田泰宏君
大越正和君

本日のｽﾏｲﾙ合計  67,000

前回繰越  48,215
本日米山ﾎﾞｯｸｽ  0
その他  0
合　　　　計
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　皆さんこんにちは人生８０年と言う、えらいテーマを作りましたが、いよいよ私も８０才を過
ぎました。若い頃は８０才まで生きれば良いと思っていましたが、何時の間にか８０才を超え
てしまいました。60才を過ぎると1年の月日はとても早いです。本当に早いです１０年が2年
位に感じます。若い内に自覚して下さい。新しい会員の方は私が何処のどう言う人か分から
ないと思いますので、少しお話をします。私は久下田生まれで、先祖の故郷は滋賀県の日
野町の出です。辻さんと同じで、久下田の酒造屋さん醤油屋さんも同じです。私の兄が日野
の寺に行き確認して来ました。
　私は14代で11代位から薬屋をしていたようです。県内でも1,2番に古い薬屋でしたので戦
前戦後まもなくは、薬の配給制で県内の７店舗位に送っていたようです。当時は漢方薬で錠
剤の薬などございません。今の工業団地がものすごい雑木林で今で言うセンブリ（当薬）を
自宅に買い集めまとめて東京、関西などに送っていたようです。私も大学を卒業して家事を
手伝いお医者さんに薬の卸をしていました。冬の寒い中土浦、古河、茂木、宇都宮近くまで
当時はオートバイで今の若い人には出来ないと思います。長男が大学を卒業し卸売りをや
め小売と処方調剤を主体に生計を立てております。
　私も39才で岡部さんと同日にRCに入会し、当時は真岡のお偉方が居ましたので端の方に
小さくなっていましたが早や40数年になります。今月（4月）は「ロータリーの友」月間なので
「友」について少しお話をしたいと思います。17年位前に岡田昭郎さんがガバナーに選出さ
れました、私に「友」委員になってくれと言われ簡単に返事をしてしまいました。「友」委員と
言うのは「ﾛｰﾀﾘｰの友」を発行する委員会の委員の事でガバナー選出クラブから1名、又は
情報委員長さんが選出され1年間、前半は毎月、後半は1ヶ月置きに東京の事務所、品川
の増上寺の近くの事務所まで通いました。全国に34地区有ったので34名が７名位のグルー
プで1ヶ月前に届いた「友」を熟読し「友」について話し合いました。当時会員が約１2万人、
今では89,125人ですが、毎月12万部（英語版が200部）印刷されます。読まれざるベストセ
ラーと言われておりますが、ここ2年位は色も内容もよくなっています、新入会員の方は「友」
を読むことによってRCの活動、ﾛｰﾀﾘｰとは何ぞやが、わかると思います。又、炉辺会合の
テーマも作れると思います。
　私も入会して40数年、新しい会員さんもﾛｰﾀﾘｰを理解して頂いて、真岡RCの為に活動頂
けれありがたいと思います。

久保賢司君
　今日の内部卓話の御両名にご期待します。この頃「春眠、暁を覚えず」としみじみ感じている私です。
柳田尚宏君
　４月は県議選から始まり,自分の誕生日,そして市議選と慌しい１ヶ月間でした。皆様には大変お世話に
　なりました。今日は杉村会員、渡邉会員の内部卓話ですね、急に会議が入り拝聴する事が出来ず
　残念です。卓話頑張って下さい。
坂本光君
　立候補された皆様ご当選おめでとうございます。市町民の為に頑張って働いて下さい。
　杉村様、渡邉様卓話楽しみにしております。
柳沢正弘君
　杉村久夫様,渡邉佳寛様卓話宜しくお願い致します。どんな話を伺えるか楽しみです。

内部卓話

「人生８０年」
杉村久夫PP
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　杉村大先輩に20分の規定通りのお時間を戴き先輩の心優しさに感謝申し上げます。まずは自己紹介から
始めたいと思います、淑寛（としひろ）が兄で佳寛（よしひろ）が私です。良く間違われます、真岡新聞に年が
ら年中、偉そうな事を書いているのは兄の方です。兄は宇都宮大学と名古屋大学に8年間通いまして、地元
に帰ってきて塾を開いていました。兄とは10才9ヶ月離れてまして金子剛さんの同級生です。兄に教わって
大学（慶応）に進み3年でほとんど単位を取っていたので、朝5：00に起きて地元から通う事になり兄の教室
に入れない子を教える事になりました、何時の間にか兄より人気が出て、自分の生徒が80人位になり、自
分の生活費の他、良い車を買おうと毎月20万円貯金してましたが、家を建てるのに母親に使われてしまい
ました。クラウンの2800ｃｃが220万で買えた次代です、さすがにその晩は眠れませんでしたが、順調に生徒
数も伸び、中川君とか大越君に塾を支えて（貢いで）戴き、何とか今日までやってこれました。
　2010年の人口は1億2,800万人、2050年の予測は9,700万人位になるだろうと言われています。現在の67
才団塊の世代大瀧守一さん、岡本俊夫さん、辻さん、三澤さん（索引順）花の22年組み、まさに、真岡を代
表する方々この年代は人が多いから強いです、団塊ジュニア43才位で柚木君、太田君、久保賢司君（好き
な順）も強いです。一番少ない世代の自分とか久保康夫君とか小林勇一郎君とかは高度成長期に入ってま
すから人生が緩い、顔を見ても緊張感が無い、多い時に生まれたか、少ない時に生まれたかで人間的強さ
に関わってくると思います。2050年の予測、今から35年後ですが非常に寂しいグラフになってしまいます、
賢司君が76才なってます、K-S-Kの社長か後継ぎをもらい会長をしていればすばらし事（家族に捨てられ
BS暮らしかも？）で、我々は雲の上から見て「賢ちゃん頑張ってるな！」と言う時代ですが、要は団塊ジュニ
アを次の世代が支えられるか？それが一番怖い、このままでは日本がだめになってしまうかもしれない、中
国もインドもマンパワー、人間の多さで発展しています、人口の減少は国の力を弱めます。政府の少子化対
策は待機児童の解消を中心とする子育て支援新制度、若い男女の経済的基盤の安定、男性の意識改革と
女性の活躍推進と言ってますが、根本的に違うんじゃないか、元フジテレビアナ長谷川豊は日本の少子化
の根本的原因は若い男女が子育てより、自分の事の方が大好きだからじゃないか？ブログの中で「子供な
んて生んだら自分の遊ぶお金が減るから、子供なんて生むためには女性にプロポーズして結婚しなければ
ならないから、そしたら合コンにもいけなくなるから..........等.」とありますが、裏づけとして政府が去年6月に確
定した少子化社会対策白書の第一位に独身の自由さ気楽さを失いたくないから、男性47.4％、女性55.3％
半分以上の人が一人でいたいと考えています。自分の娘も25才で男性と付き合おうという意志が無い（齊
藤君の娘さんはある）今の若者は恋愛が好きじゃない、興味が無い、最近政府も自治体も気付いてきて栃
木「プラスワンプロジェクトセミナー」を1月に開催しました「結婚、家族ってステキ！　結婚～妊娠・出産につ
いて考えよう」、結婚して子育てする事が素敵だと言うことを若者たちに分からせようとしなければならない
時代です、非常に寂しいことです。
　我々は結婚して子供が出来て家庭を築いて一人前の大人だという意識が強かった。今の若者たちはそう
いう意識がないと思います。若者に恋愛の素晴らしさ、結婚の素晴らしさ、子育ての、つらくてもそれ以上の
喜びが在る素晴らしさ、家族を持つ事の素晴らしさを伝えて行きましょう。そして、何よりも子孫を残す事が
生物の最大の使命である事を知っていただきましょう。

「少子化問題と日本の未来」

内部卓話

渡邉佳寛PEPE

卓話さすがでした

卓話ご苦

労様でした
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9月出席率 10月出席率 11月出席率

89.33% 84.39% 80.48%
12月出席率 1月出席率 2月出席率 3月出席率 4月出席率 5月出席率 6月出席率

79.95 81.29 75.14
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38

出席報告　　柳澤正弘君

80.52%

月間出席率

52 3 41 78.85%

出席免除　2名（資格者　0名　　有理由者　2名）

7月出席率

82.49%11

本年度累計
出席率

5月14日　　　5月21日　　　5月28日　6月04日　6月11日

在籍54名

例会日 出席義務 事後ＭＵ 出席 欠席 出席率

4月16日

4月30日 50 -

81.70%

8月出席率

76.00%

78.85%

12

会長・幹事

総括
月初回外部卓話 炉辺会合

報告

5月14日（木）
月初会

誕生日・結婚記念日祝い

5月21日（木）
卓話

岡本俊夫AG

月初会

ﾛｰﾀﾘｰ友の時間


