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  会長挨拶  会 長 金 子  正 男 君 

皆さんこんにちは。本日は月

初例会です。まず始めにお客様

の紹介をさせていただきます。

久保エレクト令夫人法子様、一

年交換学生マニエレ・レナ・サラ

さん、皆さんごゆっくりしていってください。 

さて、先日は地区野球大会の前々夜祭が宇都宮グラン

ドホテルにて盛大に行われました。さぁ、いざ本番！と

いう時に台風で順延となりました。しかし、練習が１回

多くできると前向きにとらえ、期待も膨らみました。し

かし、２週連続の台風で中止となってしまいました。こ

の後どうなるのかわかりませんが、地区からの連絡はま

だありません。しかし、野球部のみんなは「やればいい

ところまで行けたのになぁ」とガッカリしていた様に見

えました。 

そんな中、我がクラブは行いが良いのか、最高の秋空

の下、老人・身障者合同スポーツ大会を大盛況にうちに

終わることが出来ました。栁田委員長をはじめ、全会員

の皆様にご協力いただいたことに感謝しております。大

変ありがとうございました。とき同じくして、もめん茶

屋オープンには、新聞にも載っておりましたが、当クラ

ブより篠原会頭、篠原観光協会々長、岡本副会頭のご出

席ご苦労様でした。また、米山月間につきましては、ご

協力の程よろしくお願いします。 

今月は財団月間に入りますが、去る 10月 24日は世界

ポリオディということで、ポリオ撲滅のため、RIでは毎

年 5,000万ドル(日本円換算約 61億円)を目標に援助して

いくそうです。私たちの財団への寄付が年間 4 億人以上

の子供たちの予防接種に役立っているそうです。今年の

7月末現在、8件のポリオ発症が報告されていますが、発

症 0 になってから撲滅までには 3 年はかかるそうです。

ロータリーだけでなくビル＆メリンダ・ゲイツ財団やそ

の他の世界の国、財団がこの運動に参加しております。

私たち会員がこのような形で小さくても世界の人々のた

めになっていると思うとうれしくなります。 

明日は石坂市長が訪台されますが、同行の篠原、岡本、

両 PP には気をつけて行ってきてください。ニコル会長

はじめ会員の皆様にもよろしくお伝えください。 

最後になりますが、本日例会後にクラブ細則第 3 条第

1 節により、ノミニー指名委員会を開催いたします。ま

た久保エレクトに対して次年度副会長、幹事、会計およ

び他の理事候補者 8名以内の指名を要請いたします。 

最後になりますが、今年も残り 2 か月となり、めっき

り寒くなってきましたが、体調には十分注意なさってく

ださい。以上、会長挨拶とさせ

ていただきます。 

 

 一年交換学生      

マニエレ・レナ・サラさん 

 

 11月誕生日祝 

～会員～ 

2日田崎義典 君 

24日中川宏行 君 

28日仲野新吾 君 

～会員夫人～ 

4日岡本美代子 様 

10日青木千鶴 様 

 11月結婚記念日祝 

3日久保康夫君・法子様 

3日篠原宣之君・美代子様 



3日市村忠男君・純子様   4日淡路 晃君・智晴様 

6日栁田尚宏君・直美様  27日平石典嗣君・美貴様 

 乾杯           福原一郎   君 

ご指名ですので乾杯の発声を

させていただきます。ご用意は大

丈夫でしょうか？久保法子さん

とレナさん、ようこそ。ご出席い

ただきありがとうございます。ロ

ータリークラブ前半の大きな行事、地区大会と老人身障

者の運動会が終わりまして、執行部の皆さんを含め、一

般会員の皆様もホッとしているのではないかと思います。

話はそれますが、昨日は十三夜、お月見の夜でした。最

近はハローウィン、ハローウィンという騒ぎで、日本伝

統、古来の行事、しんみりと名月を愛でるような機会が

なくなってしまっています。自分のことを言うようです

が、十五夜をやったものですから、十三夜をやらないと

片身月となりダメだよと親によくよく言われてまして、

昨夜もやったわけでございます。これからも日本古来の

伝統を皆さんとともに守っていきたいと考えております。

今月誕生日と結婚記念日を迎えられる皆さんをはじめ、

ご出席の皆さんだけが健康で楽しい日が送れますよう願

いまして乾杯したいと思います。声高らかにお願いしま

す。「乾杯！」 

 幹事報告           石塚  龍夫  君 

 本日第 5回目の理事会が行わ

れました。まず初めに次年度地

区委員推薦についてです。田村

会員を推薦させていただくとい

うことで承認いただきました。

続きまして米山特別寄付金についてです。1 月に下期

の会費と合わせて引落しますのでご協力をお願いし

ます。3 番目です。忘年家族例会ですが、例年通り、

会員 4千円、高校生以上家族会員 3千円、中学生 1千

円、小学生以下無料ということで、親睦委員会から案

内が出されると思いますのでよろしくお願いします。

新年会の日時変更についてですが、当初 1月 4日とし

ておりましたが、商工会議所が日程変更したため、1月

9 日火曜日に変更させていただきます。その週は、火

曜日に新年会、木曜日に月初会となります。次に、11

月のプログラムにつきまして、本日は月初会、来週 9

日は内部卓話ということで、米山記念奨学生の劉君に

よる卓話を予定しております。続きまして 16 日は真

岡 RC独自の奨学金事業の説明を市村委員長より行っ

てもらいます。そして、30日は職業 PRのスピーチで

10 名位を予定しております。10 月の会計につきまし

て豊田会計から報告がありまして無事に承認されま

した。会員増強報告について過日皆さんに告知させて

いただきました１名ですが、昨日オリエンテーション

を実施しました。12月の月初会より会員として参加さ

れる予定です。もう 1名真岡市内の土建業の方の推薦

がございます。これから皆さんに告知させていただき

ます。無事通過すれば総勢 59名の体制となります。1

年交換留学生レナさんの状況報告ですが、無事に修学

旅行も終了しました。先週の日曜日、月曜日と花菱会

の旅行ということで湯河原温泉に岡本 PP とホストフ

ァミリーの奥様と 3人で参加されました。初日は雨の

中でしたが、次の日は無事に晴れまして、富士山がく

っきり見えたということです。順調に生活されており

ます。それからお手元にさんまのギフトセットの案内

が益子より届いております。ご希望の方は FAX で事

務局までお申込み願います。それと例会の変更通知が

届いております。しもつけ RC ですが、11 月 22日の

例会は特別休会となります。続きまして益子 RCより

11月 15日ですが、11日のサッカー大会の振替えとい

うことで休会になります。以上でございます。 

◆委員会報告 米山記念奨学会委員会 杉田貞一郎 君 

先ほど幹事からも案内があ

りましたが、皆さまのご協力で

進めてまいります。15 千円と

150ドルとなります。１月の下

期会費と合わせて引落します。

今月中に皆さんの意思を確認したいと思います。10口

でも 100 口でもいただければありがたいと思ってお

ります。ご協力の程よろしくお願いします。 

北海道海産物受付係 中川宏行 君 

 先ほど幹事より紹介があり

ました北海道雄武町の海の幸

の受付係です。毎年岡本会員が

受付と配達を行っておりまし

たが「今年はお前がやれ」とい

うことで、引き受けました。配達は岡本佳男さんが送

料無料で行います。代金引換も無料となります。どし

どしご注文下さい。よろしくお願いします。 

 職業 PR      石塚龍夫 君 

島屋株式会社と申します。先々代、爺さんの時代から市

貝にて、お祭りの的屋さんから始まり、学校が出来ると

部材屋としてテストを売ったりとか、しておりました。

現在は宇都宮に本社を構えまし

て、市貝と 2 か所で営業してお

ります。事務機屋と学校教材屋

の 2 面でやっております。なん

でかというと、田舎なもんで何

でもやらないと食ベていけないということです。真岡も

小学校は全部周っております。お孫さんとかが、例えば

習字セットとか、画材セットとか、個人持ちの申込書が

届いたときには、是非島屋のものを買ってください。金

子会長にはいつも買ってもらっております。非常に取扱

品目が多いです。その中でも一番売りたいのは、何とい

っても栃木ゼロックス会副会長なので、ゼロックスのコ

ピー機が一番売りたいものです。コピー機入替えの時に

は是非ともお声かけ下さい。高かったらごめんなさい。

その時は諦めます。非常に面白いところでは、うちは毒

物・劇物もやっております。薬品や廃液処理等もやって

おります。なんでかというと学校の理科室を担当してい

るからです。資格を持った従業員を配置しております。



もっと面白いのは心臓止まった時の AED。これを売るに

は高度医療器具の資格が必要です。結構売っております。

市貝、益子、茂木、芳賀の教育委員会には入っておりま

す。ということで何でもやっておるんですが、一番売り

たいのはゼロックスのコピー機ということです。それと

レンタルマットですが、現行価格の 2 割引きで行ってお

ります。 

久保賢司 君 

皆さんこんにちは。職業分類

では水道設備となっておりま

すが、俗にいう設備屋です。設

備は大きく 3 つに分類できま

す。1 つは空調設備です。2 つ

目は、一般家庭の水道とかお風

呂とかトイレとか、といった衛生設備です。最後の 1

つは機械設備といって、工場等のエアー、蒸気とか工

場の生産ラインを稼働させるために行う配管工事で

す。私が特に力を入れているのが、あまり聞きなれな

い方もいるかもしれませんが、消防設備です。これは、

消火栓やホテルなどのスプリンクラーといった設備

工事です。このスプリンクラーは最近では老人ホーム

や介護施設等でも設置が推奨されております。国から

も補助金が 3分の 1出ます。この RCにも、空調設備

で中川さんとか、同じ業種で栁田さんとかおります。

そんな中で、若い頃の思い出なんですが、今から 12年

前、32歳くらいの時ですが、あるお宅で「水が出ない」

という連絡がありました。井戸ポンプを使っている方

でした。夕方見に行ったのですが、どうしても機械を

交換しなければならない状態でした。あきらめ半分で

栁田さんに電話を入れたんですが、そしたら栁田さん

がえらい剣幕で怒り出しました。「賢次バカヤロウ。水

は人間の命と変わらないものだ。水が出ないときは何

が何でも出してから帰れ」と言われました。夜の 7時

くらいから、スーツ姿の栁田さんと泥だらけになりな

がら、20 メートル下のポンプを引揚げて、10 時くら

いまでかかって直したというのが一番の誇りです。そ

んな訳で、何かありましたら遠慮なくご連絡下されば

と思います。以上です。 

 

 スマイルボックス報告    大森貴之  君 

金子正男君  今月誕生日、

結婚記念日

を迎えられ

る会員、会員

夫人の皆さ

ん、おめでとうございます。法子さん

ようこそ。いつもカーブスで頑張って

いるので美しいですね。オリエンテー

ションでは大越委員長、三澤会員、渡

辺会員、菱沼会員ご苦労様でした。広

瀬 PPさすが！ 

石塚龍夫君  誕生日、結婚記念日を迎える会員、ご

夫人の皆様、おめでとうございます。

法子さんようこそ！レナちゃん、湯河

原どうでした？もうすぐ台湾です。風

邪をひかないように気を付けて！ 

久保康夫君  先週の運動会、ご苦労様でした。本日

は結婚記念日を祝っていただきあり

がとうございます。愛する妻法子と

30 余年。あと 30 年は無理でしょう

ね？皆様も健康に留意され長生きし

ましょう。 

篠原宣之君  7日の会議所主催ビジネスマッチング

には久保会員、青木会員はじめ銀行支

店長の皆様にはご協力ありがとうご

ざいます。結婚記念日祝いをいただき

有難うございます。 

田村浩次君  今月誕生日,結婚記念日を迎える会員,

会員夫人おめでとうございます。 

市村忠男君  結婚記念日をお祝いいただきありが

とうございます。また、今月誕生日、

結婚記念日を迎えられる皆様おめで

とうございます。急に寒さが増してき

ましたので体調には十分にご留意く

ださい。 

中川宏行君  誕生祝いいただきありがとうござい

ます。 

岡本佳男君  本日妻の誕生日祝いをいただきあり

がとうございます。 

栁田尚宏君  先週の老人・身障者合同スポーツ大会

では皆様のご協力のもと、無事終了出

来ましたこと感謝申し上げます。今日

は私共の結婚祝いをいただきありが

とうございます。 

坂本 光君  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。先月は

私のためにありがとうございました。

また、年をとってしまいました。 

仲野新吾君  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。また、誕生

日の記念品をいただきありがとうご

ざいます。私事ですが、無事 37 年間

の独身生活を迎えます。自分でもどう

して良いかわかりません。 

栁田耕太君  秋の大祭、11 月 9、10 日です。五穀

豊穣に感謝！ 

田崎義典君  お誕生日、結婚記念日を迎えられた皆

様おめでとうごいます。そして、誕生

日プレゼントをいただきありがとう

ございました。また先日は、スポーツ

大会お疲れ様でした。さわやかな秋空

のもと、皆さんと食べたカレーとトン

汁はとても美味しかったです。 

藤村三夫君  今月お誕生日、結婚記念日を迎えられ

る方おめでとうございます。 

 

 



 スイマルボックス(11月 2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 

 

 

 

 

 

○9月 20日(水)、真岡ＲＣの

有志が集い Lenaさんの誕生

会を開きました。 

○9月 23日

~24日日光

へ。行程は、東照宮－二荒山神社－華厳

の滝－中禅寺湖遊覧船－半月山登山－竜

頭の滝－戦

場ヶ原－公

徳牧場。 

○9月 27日

(水)、益子Ｒ

Ｃの夜間例会に参加。サンマを食べてきました。 

○9月 28日(木)真岡随筆クラブ「松茸を食べる会」に参

加。松茸に関しては「It's not so 

bad.」。 

○10月 5日(木)、月初会に参

加。お小遣いを頂きました。 

○10月 7日(土)、高根沢ＲＣが

受け入れている Elize Olson とともにお台場へ。ホスト

ファミリーの斎藤さんご夫妻には大変お

世話になりました。 

○10月 8日(日)、真岡木綿まつりへ。盆

踊り唄を楽しんだほか、Ｂ級グルメにも

手を出しました。 

○10月 15日(日)、ロータリー地区大会に

参加。何とかノーミスで自己紹介ができ

ました。 

○10月 24日(火)、当ＲＣ会員の誕生夕食

会（参加者 10名程度）に参加。 

○10月 25日(水)、地元の「うまいもの祭り」に参加

し、本格的なコース料理を楽しみました。 

○10月 26日(木)、老人身障者合同スポーツ大会に参加

し、目かくし走、玉入れなどの種目に挑戦しました。米

山奨学生の男子との会話も弾んだようです。 

○10月 29日(日)～30日(月) 

地元の結婚式場で組織して

いるグループの親睦旅行に

招待され、箱根・小田原・

河口湖への一泊旅行に参

加。台風が接近していたた

め、あいにくの天候でし

た。 

前回までのスマイル繰越金 998,500 

会員 41,000 

ビジター 0 

本日のスマイル合計 41,000 

スマイル今期累計 1,039,500 

前回までの米山繰越金 23,311 

本日の米山 0 

米山今期累計 23,311 

合計金額 1,062,811 

本日の 

プログラム 

 

11/7 

内部卓話 

次回の 

プログラム 

11/16 

内部卓話      

月間予定 

出席者     出席報告   出席委員会  太田 浩彰君 

在籍 57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 10月 19日 55 3 2 43 1 8 85.71 

本 日 11 月 2日 55 4 - 44 0 7 87.27 

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 

95.72 94.44 90.94          

※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。 

一年交換学生 

レナさんの絵日記 


