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 司会   SAA 久保  賢司  君 

 点鐘   会 長 金子  正男  君 

 国歌    君 が 代 

 ロータリーソング  奉 仕 の 理 想 

 ビジター  真岡西 RC  諸伏 勇治 様 

 ゲスト   石塚龍夫夫人 石塚 幸子 様 

久保康夫夫人 久保 法子 様 

菱沼 孝夫人 菱沼 喜江 様 

 会長挨拶  会 長 金子  正男  君 

皆さんこんにちは、はじめにお客

様のご紹介をしたいと思います。真

岡西 RC 第 33 代会長諸伏勇治様。

続きまして、石塚幹事令夫人幸子様、

久保エレクト夫人法子様。最後に控

えしは菱沼会員令夫人喜江様です。米山奨学生劉家萌

君、いらっしゃい。本日より強力な仲間になります芳

賀赤十字病院 院長安田是和様、ようこそ！ 

さて、本日はきれいな令夫人

が３人も出席されているので耳

寄りの情報を提供したいと思い

ます。本日 8 月 3 日は何の日か分

かりますか？今日はハチミツの

日です。朝晩スプーン 1 杯取ることによってダイエッ

トになるとの事です。イギリスではよく知られている

ようです。ハチミツの歴史は人類の歴史とも言われて

いるそうです。本日参加のご夫人の皆さん帰ったらこ

っそり試してみてください。 

いよいよ、8 月になり増強月間が始まりました。強

力な安田院長も入会され、今月は益々増強のほうにも

力を入れていきたいと思いますので皆さんご協力よ

ろしくお願いいたします。未公開情報ですが 3 名の情

報をいただいております。益々増強に力を入れて、8

月を乗り切りたいと思います。皆さんのご協力を最後

までよろしくお願いして会長挨拶とさせていただき

ます。ありがとうございました。 

 米山記念奨学金授与 

米山記念奨学生 

  劉 家萌 君 

 

 新入会員紹介   大越 正和 君 

❤ 安田 是和 君 

昭和 51 年 北里大学医学部卒業  

同年  自治医科大学消化器外科研修医 

昭和 61 年 医学博士取得  

昭和 63 年 デンマークコペンハーゲン大学消

化器外科、移植外科 

平成 5 年 自治医科大学救急医学助教授 

平成 20 年 自治医科大学中央手術部教授 

平成 21 年 自治医科大学消化器外科主任教授 

平成 24 年 自治医科大学付属病院病院長 

平成 27 年 芳賀赤十字病院院長 

 バッジ授与式､新入会員挨拶 安田 是和 君 

ただいまロータリークラブに

入会しました芳賀赤十字病院の

安田でございます。私の叔父が仙

台のロータリークラブの会員で

した。私もこういう立場になって、

まだまだ新米でございます。右も左も分かりませんの

で皆様のご指導を得ながら少しでも貢献できればと

思います。 

芳賀日赤に来てちょうど 2年半が経ちますけれども、

私は転々としておりましてあまり故郷というのが無

いのです。この地域で仕事をさせていただいて皆様と
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も懇親を深めさせていただきたいと思います。どうぞ

よろしくお願いします。 

 8 月誕生日祝 

❤会員 

3 日  久保 賢司君 10 日 岡本 俊夫君 

14 日  川堀 哲夫君 18 日 広瀬 紀夫君 

24 日  福原 一郎君 26 日 杉村 久夫君 

❤会員夫人  

5 日  海老原 富士枝様 

11 日  久保 法子様 13 日 平石 美紀様 

18 日  菱沼 喜江様 28 日 石塚 幸子様 

 8 月結婚記念日 

  安田 是和・牧子様 

 乾杯    杉村 久夫 君 

梅雨明けが発表されました。

来週から暑くなるようです。8

月を乗り切るために元気よく

乾杯します。 

 幹事報告   石 塚  龍 夫  君 

1. 第 1 回炉辺会合の開催について 

 テーマ 会員増強について 

2. 職業 PR3 分間スピーチ 

 本日実施 川堀委員長他2名 

3. 斗六 RC 公式訪問について 

 33 名の申し込み 

4. 8 月度プログラムについて 

 8/17 特別休会 8/31 炉辺会合報告 

5. 納涼家族例会兼レナさん歓迎会について 

 8/25 18 時 30 分静風 

6. プリランダイヤモンド RC 視察について 

 8/17～8/20 渡邉国際奉仕委員長他 4 名参加 

7. 新入会員について 

 1 名の推薦あり 

8. 事務局夏季休暇について 

 8/14～8/18 まで 

9. 1 年交換学生レナさん 8/16 来日について 

 6 時出発で成田へ 8 名参加予定 

10. 栃木 SC 支援金支出について 

 1 口 1 万円 

11. 7 月度会計報告について 

 豊田会計より報告 

 職業 PR3 分間スピーチ 

❤有限会社川堀工務店  川 堀  哲 男 君 

改めまして皆さんこんにちは。職業奉仕委員会から

提案しました 3 分間の職業 PR ということで皮切りに

私の職業を紹介させていただきます。 

私は有限会社川堀工務店で、不動

産や住宅建築請負をしています。現

在は会長という立場で経営をして

おります。私で三代目となります。

二代目は宮大工として川堀建築を開業いたしました。

そこに弟子入りをして平成元年に有限会社川堀工務

店を設立しました。当時は現在も同じですが、地元の

皆さんに信頼され、また、愛されて営業しておりまし

たが、いつとなく地元にも大手ハウスメーカーさんの

看板が目立つようになりました。忙しいため子どもた

ちも入社させ仕事をさせました。その後気が付きます

と受注もだんだんと少なくなり、このままではと不安

を感じましたが、どちらにしてもこの業界からは離れ

られない。であれば多方面から広範囲に行動をしよう

と思い、まず宇都宮の清原に打ち合わせ場所として営

業所を設立いたしました。 

徐々にオーナー様の数も増えまして手狭になり違

う場所を探したところ現在の場所陽東、柳田橋から宇

都宮東に向かってベルモールの交差点の手前の右側

に移転することに決めました。自分で言うのもなんで

すがちょっとおしゃれな建物です。はじめは喫茶店と

間違えて来店した方が何人かいらっしゃいました。 

その場所に移すと同時に代表を息子に交代いたし

ました。現在の本社には、トータルプランナー、不動

産部、そして現場管理、代表を含めまして 7 名のスタ

ッフがいます。私も時々いますのでベルモールの買い

物の際には気軽に寄っていただきたいと思います。店

内には家具、照明など展示しております。他、作家さ

んによる手作りの雑貨等も販売中です。 

移転した当時、毎月第一金曜日に若い奥様たちが約

12 名集まってステンドグラスやキャンドルなど手作

り体験イベントなど行っておりましたが、現在は時間

が合わず休んでいるところです。再開した時にはケイ

リビングのホームページやフェイスブックなどで状

況を提供したいと思います。奥様達にぜひ参加してい

ただきたいと思います。 

市貝の事務所は職方の打ち合わせ場所として作業

所、資材置場として活用しており自社職人、経理、私

を含め 5 名おり、合わせて 12 名体制で営業をしてお

ります。 

以上、私の会社の簡単な紹介でございます。宜しく

お願いいたします。 

❤有限会社グラベック  金 子  正 雄 君 

改めましてこんにちは。自分で朝

鏡を見たら顔が真っ黒で、あれどう

しちゃったのかな、こんな黒い顔し

てと思って心配でなりませんでし

た。実は芝生の上でゴルフやってい

る訳でも海に行って日に焼けた訳でもございません。

お盆前、彼岸前には猫の手も借りたいぐらいで、私も

毎日一生懸命に悪戦苦闘仕事をしている証拠でござ

います。 

ちなみに現生では、今の川堀委員長の家に住んでい

ますね皆さん。しかし、息が途絶えたら私の作ってい

るところに入るようになっております。それが私の職

業です。安田院長がどうにも手の施しようがなくなっ

乾
杯 



て、最後お別れを告げた後は仕事が待っています。宜

しくお願い致します。 

お墓ばかりじゃなくて電柱のコンクリートもやっ

ております。言われれば何でもやりますので、できま

したらひとつお恵みをお願いしたいと、このように思

う次第でございます。お彼岸前、お盆前がピークなの

で、紅顔の美少年も真っ黒な老人になってしまいます。 

ということで今後共、石材関係ならグラベック、平

成 9 年より今年平成 29 年で創業 20 年になります。私

が起業してコツコツコツコツとやっておりますので

今後共よろしくお願いいたします。 

❤泉食品株式会社  久 保 康 夫 

私は泉食品と申しまして、コンセ

プトは食卓に健康の種を蒔く。これ

は大豆もやしという食品食材の機

能性ですね。特に肝臓の悪い人に、

ですね。 

大豆をまず発芽させています。大豆からもやしにす

るのは大変なことでなかなかできないのですが、ここ

だけの話皆さんに教えます。大豆をまいて水をかける。

そうすると１週間後には必ずもやしになります。ただ

それだけのことですがこれは企業秘密なので絶対皆

さん明かさないように。その大豆もやしを今度ボイル

しますね。そして味付けをするわけです。そしてパッ

クに詰めて殺菌してうちの商品は 90 日持ちます。普

段だと 1 週間ぐらいしか持ちません。うちの商品を食

べれば 30 倍長生きできると思ってください。ぜひ食

べてください。 

原料は日本の大豆は使っていません。日本産は乾燥

機に入れて熱をかけちゃうんですね。だから残念なが

ら芽が出ません。中国やカナダ産は自然乾燥なので種

子になり芽が出ます。販売先としましては、外食チェ

ーンだとかスーパーに提供しています 

今売れているのはビビンバ。それが今非常に好調で

ございます。今後はバジル味、パクチー味が人気です。

もやしの素材を生かしたおいしい商品を作って皆さ

んにたくさん食べていただいて健康になっていただ

きたいと思います。ありがとうございます。 

 スマイルボックス報告  平石 典嗣 君 

諸伏 勇治様 真岡西 RC 第 33 代会

長前年度貴クラブご

協力のもと無事会長

職を務めることがで

きました。ただ自分が描いた計画の半分

も出来ず反省しているところですが、す

がすがしい気持ちです。貴クラブの先輩

諸氏のご指導ご鞭撻よろしくお願い申

し上げます。 

金子 正男君 真岡西クラブ 33 代会長諸伏勇治様、会

員令夫人幸子様、法子様、喜江様ようこ

そ。安田院長入会おめでとうございます。

劉君いらっしゃい。 

石塚 龍夫君 安田院長入会ありがとうございます。そ

しておめでとうございます。諸伏さんい

らっしゃいませ。劉君勉強頑張っていま

すか。法子さん、喜江さん、幸子さん。

おめでとうございます。 

久保 康夫君 本日は妻法子の誕生日祝いを戴きあり

がとうございます。愛し続けて 30年余、

今後共よろしくお願い致します。安田院

長入会おめでとうございます。諸伏さん

ようこそ！ 

篠原 泉 君 安田院長の入会を歓迎申し上げます。時

間を作って個人的にも祝杯を挙げたい

と思います。岡本俊夫君の古希を祝す。 

篠原 宣之君 日赤安田院長の入会心より歓迎致しま

す。楽しいロータリー生活を送ってくだ

さい。私も日赤後援会の方も精一杯努力

して参りますのでよろしくお願いしま

す。 

岡本 俊夫君 誕生祝いを頂いて‼実感もなし 810 仕方

のない数字かな‼本日、栃木 SC支援の件

でクラブにおすがりを申し上げました。

宜しくお願い申し上げます。安田院長入

会オメデトウ。5年がかりの入会勧誘で

した。 

福原 一郎君 ここにきてやっと朝晩涼しくなった感

じがします。誕生日祝をいただきありが

とうございます。70 才ナカバになりま

す。 

広瀬 紀夫君 安田院長入会おめでとうございます。誕

生日祝ありがとう。 

海老原 均君 安田先生先日はオリエンテーションお

疲れ様でした。入会歓迎致します。本日

は家内の誕生日祝いありがとうござい

ます。先も見えてきた今日このごろで

す？ 

田村 浩次君 今月誕生月結婚記念日を迎える皆様お

めでとうございます。又、安田様真岡ロ

ータリーに入会いただきありがとうご

ざいます。ロータリーライフを楽しんで

いただきたいと思います。 

野沢 巧君 結婚記念、誕生日を迎えられた皆様おめ

でとうございます。また、先日の髙田山

専修寺の祭りの際、多数の方々にお世話

になりました。特に安田院長には大変お

忙しい中、来訪下さいまして誠にありが

とうございました。心より感謝していま

す‼ 

市村 忠男君 今月誕生日、結婚記念日を迎える皆様お

めでとうございます。安田様ご入会おめ

でとうございます。宜しくお願いします。

諸伏様ようこそ。昨年はお世話になりま

した。 

中川 宏行君 8月誕生日、結婚記念月の皆さんおめで

とうございます。楽しんでいってくださ

い。新入会員歓迎会ご参加ありがとうご

ざいました。残金スマイルさせていただ

きます。 

大瀧 和弘君 今月結婚記念日、誕生日を迎えられた皆

様おめでとうございます。 

大越 正和君 8月は増強月間であります。皆様宜しく

お願いします。安田芳賀赤十字病院院長 

入会おめでとうございます。皆様宜しく

お願いいたします。 



小林勇一郎君 誕生日、結婚記念日を迎えられる皆様お

めでとうございます。諸伏様ようこそ！

劉くんようこそ！安田院長入会おめで

とうございます。末永くよろしくお願い

いたします。 

久保 賢司君 44 才のお祝いありがとうございます。

「四つのテスト」では未だに赤点ですが

これからも皆様宜しく御願い致します。 

川堀 哲男君 誕生月記念品ありがとうございます。久

保賢司さん誕生日おめでとうございま

す。 

柳田 尚宏君 今月誕生祝い月、結婚記念月の会員・会

員夫人の皆様お目でとうございます。ご

ゆっくりしていってください。 

坂本 光 君 暑中お見舞い申し上げます。今月誕生月

を迎えられる会員ご夫人の皆様大変お

目でとうございます。 

柳澤 正弘君 今月、お誕生日・結婚記念日を迎えられ

る皆様おめでとうございます。暑さに負

けないよう健康に留意しましょう。安田

院長ご入会おめでとうございます。今後

共よろしくお願いします。 

太田 浩彰君 本日結婚祝い、お誕生祝いの皆様おめで

とうございます。 

渡邉 佳寛君 石塚幹事、久保会員、菱沼会員の奥様よ

うこそいらっしゃいました。誕生月・結

婚記念月を迎えられた皆様おめでとう

ございます。金子会長、ミニバックホー

の盗難お見舞い申し上げます。「会長を

救う会」ができましたら入会させていた

だきます。 

仲野 新吾君 今月、誕生日、結婚記念日を迎えられる

皆様方おめでとうございます。また、安

田院長入会おめでとうございます。本日

は忙しく気のきく言葉が見つかりませ

ん。申し訳ありません。 

栁田 耕太君 各地の夏祭り盛大です。日本のふるさと

文化大切に！ 

磯崎 和美君 初めて会報作成しました。完成度が低く

小林委員長にかなり筆を入れていただ

きなんとか一応完成しました。小林委員

長これからもご面倒おかけしますがよ

ろしくお願いいたします。 

藤村 三夫君 先日は歓迎会ありがとうございました。 

菱沼 孝 君 先日は歓迎会ありがとうございました。

とても楽しい一日を過ごさせていただ

きました。また本日は妻喜江の誕生月と

いうことでご招待いただきましてあり

がとうございます。 

大堀 文雄君 安田院長入会おめでとうございます。８

月結婚 誕生日の方おめでとうござい

ます。 

大森 貴之君 安田院長入会おめでとうございます。８

月結婚 誕生日の方おめでとうござい

ます。 

 スマイルボックス(8 月 3 日現在) 

 プログラム委員会   🔶出席委員会 

柳澤 正弘 君     太田 浩彰 君 

 

前回までのスマイル繰越金 321,500 

会員 99,000 

ビジター 3,000 

本日のスマイル合計 102,000 

スマイル今期累計 423,500 

前回までの米山繰越金 7,699 

米山 3,591 

米山今期累計 11,290 

合計金額 434,790 

本日の 

プログラム 

8/10 

外部卓話 

『増強に 
ついて』 

しもつけ RC 
公文様 

次回の 

プログラム 

8/17 

休日休会 

8/25 
納涼家族例会 

兼 

レナさん歓迎会 
 
 
 

月間予定 

出席者     出席報告   出席委員会  太田 浩彰君 

在籍 55名 出席免除者 2名（有資格者 2名 + 有理由者 0名） 

例 会 日 出席義務 事前MU 事後MU 出席者 内免除者 欠席者 出席率(%) 

補正後 7月 20日 52 4 3 44 1 2 96.23 

本 日 8月 3日 53 0 - 53 1 1 98.15 

月間出席率 

7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 

            

※例会欠席は AM11:00までに必ず事務局（TEL.0285-84-2511 FAX.0285-84-2510）までお知らせください。 
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