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皆さんこんにちは。先週第 34

回真岡ロータリー杯争奪少年サ

ッカー大会について最終打合せ

がありました。岡本真岡サッカ

ー協会長初め、坂本青少年奉仕

委員長、平石委員、石塚幹事と

会議をしてまいりました。ご苦労様でした。またそれ

に対しての商品ご提供が未だ少ないようですのでご

協力よろしくお願いいたします。 

10 日日曜日には地区社会奉仕研究セミナーが宇都

宮グランドホテルで開催されました。栁田社会奉仕委

員長と石塚幹事と私で講演を聞いてまいりました。小

学校、中学校にさえ行けない子供達。食べることすら

出来ない子供達。そんな家庭で育てられている子供達

が沢山いるということを拝聴して感銘を受けました。

さぞかし眠そうな講演と思っていましたが、大変勉強

になりました。 

さて、今月は家族月間です。来週は忘年家族クリス

マス例会となります。ここでクリスマスについて少し

触れてみたいと思います。当クラブには岡部 PP、杉

村 PP をはじめとして海外に数多く行かれている方が

沢山いらっしゃると思います。岡本 PP においては韓

国に数え切れないほど行っていると良く聞きますが、

儒教の国なのでクリスマスはあまり関係ないのかな

と思われます。石塚幹事と野澤会員はクリスチャンの

ことを良く知っているのと伺っています。クリスチャ

ンは飛行機が離陸する際に神に祈る仕草を良くやっ

ていると思います。さて日本には1552年（天文21年）

にカトリック教会（イエズス会）の宣教師であるコス

メ・デ・トーレスさん達が、日本の信徒を招いて、降

誕祭のミサを行ったのが最初のクリスマスであると

言われております。しかしその後江戸幕府の禁教令に

より全く受け入れられなくなったそうです。1900 年

（明治 33 年）に明治屋が銀座に進出し、その頃から

クリスマス商戦が始まったとされています。1944 年

第二次世界大戦の最中でも、加藤隼戦闘隊では前線部

隊の食堂にクリスマスツリーが飾られており、戦争中

でもクリスマスを祝うものはいたようです。最近では

宇賀神直前会長宅やその近所にも、この時期にはきれ

いにイルミネーションが飾られております。お金もか

かるでしょうね。その分スマイルボックスに回してい

ただければ助かります。2010 年以降はＬＥＤが主流

になったそうです。またこの時期クリスマスを避ける

ために海外旅行に行きたい国トップ 10 というのがあ

ります。どこだと思いますか。サウジアラビア、アル

ジェリア、イラン、石塚幹事の良く行くタイ、久保エ

レクトの良く行く中国、国家に従わない宗教を弾圧し

ている中国や北朝鮮はこの時期あまり旅行に行かな

いそうです。それを抑えて第一位が日本だそうです。

ちなみに平成 18 年の統計では 6 割が家族と一緒に過

ごすそうです。独身の方と恋人のいない方は寂しくお

過ごしください。 

最後になりますが、昨年の今頃に、今は会員ですが

安田院長の外部卓話を拝聴しました。その時死因第一

位はがんと話され、先進国のなかでも日本は喫煙率が

非常に高く、東京オリンピックまでにはタバコはやめ

ましょうと言っておられたのを思い出しました。健康

維持のためにはタバコは吸わない、他人のタバコの煙

は避ける、お酒は少々、バランスのとれた食生活、塩

分控えめ、野菜・果物を摂る、運動、適切な体重管理、
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その他全 12 項目あったように思いました。寒くなっ

てきましたのでお体を大切に今年いっぱい乗り切っ

てください。 

また金子・石塚年度も半年が過ぎまして、後半にな

ってくると少し余裕が出てきました。あと半年で会長

が終わってしまうのかと思うこともあります。あと 2

年位やりたいなとここに来てやる気が沸きましたが、

来年も再来年も決まっておりますのでそのようなこ

とはもちろん出来ません。話がちょっと外れて長くな

りましたが、来週は忘年家族クリスマス例会ですので

ご協力をお願いして会長挨拶とさせていただきます。 

 幹事報告           石塚 龍夫 君 

（1）例会日時変更通知 

＜益子ロータリークラブ＞ 

12月 20日（水）移動例会のた

め時間変更 

12月 27日（水）年末特別休会 

 1月 3日（水）年始特別休会 

＜真岡西ロータリークラブ＞ 

12月 19日（火）クリスマス夜間例会 

12月 26日（火）年末特別休会 

 1月 2日（火）年始特別休会 

 1月 9日（火）新年会夜間例会 

＜下野ロータリークラブ＞ 

12月 27日（水）年末特別休会 

 1月 3日（水）年始特別休会 

（2）社会福祉協議会より購入（寄付）したクリアファ

イルですが昨年度は事務局で使用しましたが使い

切れず、今年度は会員に 1部ずつ配布します。 

（3）来週例会 

クリスマス例会になりますので奮ってご参加くだ

さい。 

 委員会報告 青少年奉仕委員会  坂本 光 君 

青少年奉仕委員会の坂本です。

先日岡本委員長と一緒にスポー

ツ振興課と青少年教育センター

への挨拶に行ってまいりました。

快く承諾いただきました。また当

日の開会式と翌日の閉会式にご出席していただきま

すようよろしくお願いいたします。まだまだ商品が足

りませんので皆様のご協力をあわせてお願い申し上

げます。 

 内部卓話               藤村 三夫 君 

～『私の履歴書』～ 

今年 7 月に入ったばかりで未だ

皆様の顔も良く覚えておりません。

内部卓話ということで、何の話をし

たらよいか分からなかったので、夕

べ会長に電話をしたら、自己紹介を

すればいいよということなので、私

の履歴書ということで自己紹介をさせていただきます。 

1954 年 6 月 4 日栃木県真岡市に生まれました。父親

は落花生屋をやっております。男 5人女 1人の 6人兄弟

で男 5 人兄弟の真ん中です。小さい頃は結構理解力が早

かったので、小学校 6 年間は神童と呼ばれ生きてきまし

た。中学校に入ってもそこそこの成績で、わりと挫折も

無く高校まで入れました。高校に入ってからも試験の成

績が良く、昔真岡高校は 1 組制度（進学クラス）という

ものがあり、入学試験の成績順に 40 人位 1 組になりま

した。その時に間違って 1 組に入ってしまいまして、そ

こで第一の挫折が待っていました。世の中にはこんなに

頭のいいやつがいるんだと思って、すぐにそこからアウ

トローの世界に行ってしまいました。私が入った時の 1

組のメンバーは岡部会員の倅さんとか優秀な方がいっぱ

いいて、休み時間でも結構勉強していました。私はそう

いうのが嫌いなので、全然やらなかったらあっという間

に 1 組から落ちてしまいまして、2 年は 1 組から出され

てしまいました。そして大学受験になるのですが、基礎

能力では入れるのは高校まででそこからは無理でした。 

1 年間浪人しました。東京の狛江というところでアパ

ート生活をしていました。狛江は成城学園の 2 つ先の駅

です。浪人生活の時に酒飲みを覚えました。貧乏生活で

ある日銭湯で貧血で倒れてしまって、フラフラの状態で

外に出てきたら、銭湯の前に「じゅん」というスナック

があって、そのスナックに入って「お腹が空いて倒れて

しまったので何か食べさせてください」とママさんにお

願いしたら食事を食べさせてくれ、それ以来そこの常連

になってしまいました。そこは30代～40代の客が多く、

私は 19歳と若かったので「ぼくちゃん」と呼ばれ可愛が

られました。そこでいろんな方にご馳走になりました。 

大学受験のために必死に勉強しようとしましたが、い

ろんな誘惑に勝てなくて勉強はあまりしませんでしたが、

歴史だけは好きで岩波文庫などの専門書を読み漁りまし

た。そういう風にやっていると他の科目も分かってくる

ようになって、たまたま中央大学に合格しました。立命

館と学習院にも合格しましたが、当時中央大学が私立大

で一番授業料が安かったのでそこに入りました。私が入

った時の授業料は年間 12 万円。中央大学法学部法律学

科に受かったので、弁護士を目指し勉強を始めましたが

1 月位で挫折しました。六法全書のカタカナと漢字の入

り混じった文章を読んでいると頭がこんがらかってきて、

憲法位はまだ分かりますが、商法、刑法、刑事訴訟法は

とても理解できず、すぐ挫折しました。その後どうやっ

て大学時代をどう送ろうかと考えました、田舎から出て

東京の中で揉まれたいという崇高な思いはありましたが、

実際はどうやって遊ぶかをいつも考えていました。アル

バイト、そして女性をどうやって口説こうかそんなこと

ばかり考えて大学 4 年間を生きてきましたので、周りか

らはなんでそんなやつが卒業できたんだと不思議がられ

ました。法律家への道を断念した後何をやろうかと考え

ていましたが、上野の不忍池にある唐十郎が主宰してい

る状況劇場というアングラ劇場に興味を持ちました。今

テレビで活躍している根津甚八や小林薫や李麗仙を輩出

した劇団です。そこで中央大学の演劇研究会に入り、将

来はプロデューサーで生計を立てようと思っていました。

大学 4 年の時に就職せず劇団を作りたいと親に言ったら、

何馬鹿なことを言っているんだと親を怒らせ、それ以降

仕送りもストップされてしまいました。 

その後は生活費を捻出するためのアルバイト生活に入

り、高円寺にあるデザイン研究所の商品管理の職を得、

1年弱仕事をしました。劇団も並行してやっており、1～

2 回公演もやりましたが、所詮素人の集まりではさすが

に飯は食えないと思い、25歳の時に本格的に就職活動を

開始し、たまたまリクルートに入社できました。当時人



材募集の広告を作っている会社で、就職情報センターと

いう中途採用事業に配置されました。バブル期の大量採

用の時代で時流に乗っていた会社で、そこで 3 年位勤め

ました。結構要領が良かったので 2 回位トップセールス

を記録し、ご褒美として海外旅行に行かせてもらいまし

た。それ以外海外旅行に行ったことはありません。 

その後私が 28 歳の時、今私がやっている「うな源別

館」がオープンすることになり、2 号店を出すから戻っ

て来いと親に言われ、泣く泣くリクルートを退職し現在

に至っています。ちなみに「うな源」は私が大学 1 年生

だった昭和 50 年にオープンしましたが、その時は 2 号

店を出す予定はありませんでした。「うな源別館」はもう

35年やっております。うなぎの仕入価格は年々上がって

おり非常に苦労しています。私が「うな源別館」を始め

た頃はうなぎの仕入価格は今の半値以下でした。うなぎ

の稚魚減少が仕入価格高騰の要因ですが、仕入価格上昇

と共に利幅は縮小し経営は大変な状況です。うなぎは日

本人には馴染みの深い食材で、古くは弥生時代に食され

ていました。今のように割いて串差しし焼く形で食べら

れるようになったのは、江戸時代だと言われています。

それまではぶつ切りで炒めて食べられていたようです。

うなぎは栄養価の高い食べ物で特にビタミンＡが豊富で

す。当店のうなぎの売上比率は約 5 割です。あまり安い

宴会だとなかなかうなぎは出せないのですが、皆さんう

なぎは好きで喜んでいただけるので、なるべく提供でき

るよう努力しておりますので、うなぎを食べる時には是

非「うな源別館」に食べに来てください。こういう人間

ですがどうぞよろしくお願いいたします。 

 職業紹介 

 有限会社都研   海老原  均  君 

 会社創立は平成 5年で久下田（旧

二宮町）で始まりました。それ以前

は昭和 54 年に土地家屋調査士事務

所として家内の名前で始まったの

が最初です。私はその頃まだ資格は

持っていませんでしたので、今でも家内に頭が上がりま

せん。その後昭和 57年にようやく私も試験に受かり、久

下田でやろうか真岡でやろうか考えていた時に真岡法務

局の移転があり、それに合わせ昭和 58 年現在地に事務

所を構えました。早いもので創業後 40 年近く経ちまし

た。土地家屋調査士として始まった頃は 20 代でしたの

で、当時現場で仕事をしていると回りはおじさんばかり

で、若いのにちゃんと仕事が出来るのかと嘲笑されまし

た。そのため早く 30 歳になりたいなと思っていました

が、やがて 40 歳になり、50 歳になり、あっという間に

65歳になってしまい、もう終活を考えるようになってし

まいました。有限会社都研は土地家屋調査士 3 名、行政

書士 1 名、1 級建築士 1 名という体制でやっています。

最近結城にいた父が亡くなり家内を結城事務所に登録し、

真岡と結城と 2 ヶ所でやっています。メインは土地家屋

調査士で、法務局に表示登記を出す仕事です。登記簿謄

本の表題部に記載するのが土地家屋調査士の仕事で、権

利部に記載するのが市村先生（司法書士）の仕事です。

個人的な測量は家屋調査士で、公共測量つまり大きくな

った時にはご老公の泉先輩がやっております。行政書士

は我々が分筆した農地を都市計画法に基づいて農地転用

とか開発行為を起こして建物が建てられる準備をする仕

事です。1 級建築士は最終的に建物を建てるのが仕事で

す。土地家屋調査士は、最近より業務が複雑化していま

して、いよいよついていけなくなってきています。つま

り世代交代の時期に来ています。うちの婿殿が土地家屋

調査士の資格を取得しましたので、今後少しずつ業務を

移行しようと考えています。老体はそろそろ隠居生活に

入ろうと考えております。 

 私はボランティアで保護司をやっています。最近藤村

さんではありませんが、刑法を勉強しなければいけなく

て頭がこんがらかっています。仮釈放とか執行猶予で出

所してきた方を毎週対応しています。 

土地家屋調査士、行政書士、建築士業務に関することは

お気軽にお問い合わせ下さい。適切なアドバイスが出来

るかと思います。 

 東部工業株式会社  野 澤  巧  君 

 元々私はプラスチックの原料を

加工する会社を 1982年に設立しま

した。今皆様のところにお配りして

いる商品を作ってまいりました。東

部工業、東部 NS工業、東部商事、

それから資本を出している中国の会社と 4 つに分けてい

ます。今日は港湾に関する製品カタログ、駐車場に関す

る製品カタログをお持ちしてあります。この黄色い製品

が東部 NS 工業のカタログに掲載されている車止めです。

この間も伊勢に行った時鳥羽というところに泊まりまし

たが、その時当社製品が施工されているのを皆さんにご

覧いただきました。それからこれがウェイラーです。沖

縄の宜野湾に浮桟橋がありますが、それは全部当社の部

材で作ったものです。他にも当社の部材で作ったヨット

ハーバーやクルーザーの浮桟橋が全国にあります。この

製品は国土交通省のものです。次に紹介するのが農水省

のものです。滑り材と言いまして、船を揚げるためにコ

ンクリートを使用し斜めに作った漁港内船揚場の斜路に

使用されています。それからカーストッパーは県庁にも

使われています。東部工業の方はプラスチックの原料と

なるペレットを月産約 1200 トン製造しています。最後

に分別と言うものを知っていただきたいのですが、これ

はおしぼりを包んでいるフィルムです。このフィルムを

燃焼させ臭いを嗅ぐとこの樹脂は何であるかが分かりま

す。以前平石会員が硬化性と可塑性という話をしました。

当社は可塑性のものを熱で軟化させます。これを取り扱

っているのが東部工業です。皆さんが着ているもの。こ

の多くは不飽和ポリエステルです。また皆さんが買い物

に行った時使うレジ袋。これはハイデンシティポリエチ

レンというものです。それからプラスチックは可塑性の

なかにオレフィン系とスチレン系とエンジニアリング系

というものがあります。皆さんが着ているもの、使って

いるものはみんなそういうもので、当社はその技術で日

本一です。分別をするというのがひとつ。それからその

分別されたものを有効利用して 38年間生きてきました。

その間商品開発をして、商品開発をするのに 5 年かかり



ます。3年間頭の中で考え、そして需要があるかを考え、

試行錯誤を繰り返しながら商品開発をしてきました。21

商品のうち 18 商品は今も残っています。今日は持って

きておりませんが、日用品、スキー場やゴルフ場で使用

されるものも作っております。私が篠原先輩と出会った

のが、アメリカから帰ってきてある会社の課長待遇であ

ったときです。私の上司は芳賀郡で一番お金持ちの上司

でした。それがきっかけで篠原先輩とゴルフがご縁でも

う 46年のお付き合いになります。 

 スマイルボックス報告   大堀 文雄 君 

金子 正男 君 先日は岡本真岡

サッカー協会長

のもと最終打ち

合わせ、坂本・平

石両君、幹事お

疲れ様でした。日曜日は栁田君、幹事

と地区社会奉仕研究セミナーに宇都

宮グランドホテルに出席いただきご

苦労様でした。三夫ちゃん卓話期待

しております。ミニ卓話の皆さんよ

ろしくお願いします。 

石塚 龍夫 君 藤村会員卓話宜しくお願いします。

職業 PR3 分間スピーチ年功順です。

真じを持って宜しくお願いします。 

久保 康夫 君 藤村さんの卓話楽しみでした。よろ

しくお願いします。会長の口が軽快

になって来ると同時に私の口は重く

なってきました。 

岡本 俊夫 君 藤村君卓話御苦労様です。出汁のき

いた卓話を期待します。石田次期 AG

健康には御留意下さい。篠原泉さん

新車の入魂式は何時ですか？コンパ

ニオンは私が準備します。 

野澤  巧 君 藤村さん職業紹介御苦労様でござい

ます！今日は孫が七五三の祝いで

す！孫はかわいいネェー！ 

廣田  茂 君 藤村さん卓話ご苦労様です。 

見目 良一 君 本日急用につき早退させてもらいま

す来週のクリスマス忘年会には参加

させてもらいます。 

豊田 光弘 君 藤村さん卓話ご苦労様です。しっか

り拝聴させていただきます。 

久保 賢司 君 最近寒さが厳しくなってきました。

水道の凍結や給湯器の故障の際当社

へ御相談下さい。 

平石 典嗣 君 藤村三夫様卓話楽しみに拝聴させて

いただきます。 

磯崎 和実 君 先日は妻の誕生日祝をいただきあり

がとうございました。久しく妻への

お祝を渡していないのでどんな反応

をするのか不安です。 

 スイマルボックス(12月 14日現在) 

前回までのスマイル繰越金 1,244,500 

会員 27,000 

ビジター 0 

本日のスマイル合計 27,000 

スマイル今期累計 1,271,500 

前回までの米山繰越金 35,282 

本日の米山 0 

米山今期累計 35,282 

合計金額 1,306,782 

 プログラム委員会  ◆出席委員会 

柳澤 正弘 君   馬場 照夫 君 
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出席者     出席報告   出席委員会  馬場 照夫君 

在籍 58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 11月 30日 55 4 2 43 0 6 89.09 

本 日 12月 14日 56 1 - 47 1 9 84.21 

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 90.44 88.25 87.77        

※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。 


