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 会長挨拶  会 長 金子 正男 君 

本日は職業紹介の時間とな

っております。順番となってい

る会員の皆さんよろしくお願

い致します。また地区より石田

順一パスト会長に第 4 グルー

プガバナー補佐地区運営委員

国際大会参加推進委員と田村浩次パスト会長に地区

会員組織委員の委嘱状が届いております。 

昨夜は第 4グループ会長幹事会が石橋で開かれ、IM

についてしもつけ RCの南実行委員長より詳細な説明

を聞いてまいりました。意見交換の際に、従来 IM の

会費は 6,000円でしたが、このご時世この金額では運

営することが難しく、喧々諤々議論をした末に今年よ

り会費を 8,000円にすることとしました。その他地区

の様々な情報を聞き、増強その他で真岡 RCはかなり

がんばっており、非常に良いクラブ運営が行われてい

ると伺い、第 4グループを今後とも真岡 RCが引っ張

っていって欲しいと期待されて参りました。 

今月はロータリー理解月間となっております。創始

者のポール・ハリスの信条では寛容・慈愛・忍耐と言

っております。ロータリーの奉仕の理念とは、他への

思いやりの心、助け合いの心、他人のお役に立つ行い

をしようとする心と言っております。知り合いを広め

ることによって奉仕の機会とすることや、職業上の高

い倫理基準を保ち、役立つ仕事は全て価値あるものと

認識し、社会に奉仕する機会として、ロータリアン各

自の職業を高潔なものにすること。ロータリアン一人

ひとりが個人として、また事業及び社会生活において

日々奉仕の理念を実践すること。奉仕の理念で結ばれ

た職業人が、世界的ネットワークを通じて国際理解・

親善・平和を推進すること。そのことがロータリーの

目的かと思います。例会に出席することによって、異

業種の人たちや様々な年代の人たちと親しくなるこ

とができ、一緒に食事をし、同じテーブルの会員と歓

談し、最近話題になっていること、また仕事のこと、

内容は様々ですが話をすること、また内部卓話ではク

ラブ会員の職業や趣味、ロータリーについて話をした

り、ゲストを迎えて卓話を聞いたりし、こういったロ

ータリー活動が個々のレベルアップの手助けになれ

ば良いなと思っています。また広報活動を通して、ロ

ータリーを知らない方たちに広めていければとも思

います。故松下幸之助さんやジョン・Ｆ・ケネディ元

米大統領、発明家のトーマス・エジソン、他にも沢山

の有名ロータリアンがいたと思いますが、真岡ＲＣの

会員の皆さんも同じロータリアンであるということ

に自信と誇りを持って、今後の活動につなげていって

いただければと思います。以上少しでもロータリーを

理解する一助になればと思い、会長挨拶とさせていた

だきます。 
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 幹事報告   石 塚  龍 夫  君 

昨日第 4 グループ会長幹事

会が開催されました。IM の日

程は 3月 25日（日）、場所はフ

ォーシーズン静風です。13：30

より新入会員オリエンテーシ

ョンがございます。入会 3年未

満の方は是非出席してください。本会は 14：30 からで

す。詳細はもう少し詰めた後皆様にご連絡します。 

また IM は義務登録になっており、6,000 円は会費の

中に含まれております。昨年ホストの真岡西 RC の IM

は赤字となってしまいました。IM の出席率が 7 割以下

でないと赤字になってしまうそうです。会費 6,000 円で

フォーシーズン静風への支払いが 1人 6,000 円なので、

その他の運営費が無いため、会費を 6,000 円から 8,000

円に引き上げました。しかし、今年度は差額 2,000 円の

追加徴収は致しません。その代わりスマイルを頑張って

いただくようお願い申し上げます。 

第 4 グループの親睦ゴルフコンペは、開催日 4 月 15

日(日)場所は益子カントリークラブです。 

ロータリーバレンタインコンサートは、開催日は 2 月

14 日(水)、女性会員増強がコンセプトで参加費 2,000 円

です。 

中高年のためのいつでも元気が出るコンサートは開催

日 2月 24日（土）。地区とは直接関係ありませんがご希

望の方は事務局に申込下さい。 

真岡高校菊池校長より平成 29 年度真岡高校海外研修

報告書が郵送されました。興味のある方は事務所に置い

てありますので閲覧してください。 

◆職業紹介 

～田村自動車株式会社～  田 村  浩 次  君 

昭和 47年 11 月に田村自動車

整備工場として創業。うちの父

が自転車屋をやっていました。

私は自動車整備の勉強をして

19 歳から今の仕事を始めまし

た。今年 65歳になりますので、

おかげさまで 45 年この仕事を続けております。仕事の

内容は皆さん近所に自動車整備関係、販売関係の店があ

ると思いますが、当社は自動車販売、自動車整備、損害

保険会社代理店の 3本の柱でやっております。 

まず車の販売ですが、パンフレットの最初の見出しの

ところに新車・中古車販売・車買取と書いてあります。

車の販売は、この当時は衛星放送を使って車の仕入・販

売をやっていました。現在仕入のほとんどはインターネ

ットを使ったオークションで仕入れています。 

整備のほうですが、パンフレット右側に 8,000 円の車

検料金と書かれています。当時同業者からバッシングを

受け大変な思いをしていましたが、実際今もその料金で

やっていますので先ずはお試しをお願いします。年間の

整備入庫台数は 2,500 台。国の指定を受けた民間車検場

として朝預かり夕方仕上げ。この 8,000 円は 1時間コー

スで対応する車検になっていますので、是非皆さんお試

しで使ってください。整備のほうは車検・一般整備・故

障整備に対応しております。最近は特に車が高度化して、

車の中にあるコンピューターを自己診断して直すという

方法でやっております。 

損害保険ですが、年間相当件数の事故も取り扱ってお

りますので、皆さん事故を起こして困った場合にはお話

をいただければ、ある程度のアドバイスが出来ると思い

ます。車に関することは何でも結構ですから、御相談い

ただければ皆様のお力になれるのではと思います。 

私はどちらかと言えば柔らかい人間と言われています

が、車の販売のほうは公正取引委員会の厳しいチェック

を受けております。車の整備については道路運送車両法

という法律を遵守しながら、国土交通省の指導を受けて

やっております。保険のほうは銀行の方もおられますけ

れど、代理店としは比較的ボリュームのあるほうなので、

金融庁の監査を受けています。仕事はきっちり堅くやっ

ておりますので皆さんからお仕事をいただければと思い

ますのでよろしくお願いいたします。 

～株式会社アキヤマ観光～ 宇 賀 神 裕 一  君 

旅行会社をやっておりまして

私で 3 代目になります。会社化

してから 58年目になります。創

業時から数えるともう60～70年

となります。当初はアキヤマ観

光所ということで、先々代が牛

乳配達をしながら会員を集めてツアーをやっていたとい

うのが始まりのようです。前社長、今の会長のキャッチ

フレーズは「陸海空の旅はアキヤマ観光で」で、自衛隊

のようなキャッチフレーズですが、今でも陸海空の旅は

取り扱っております。またマイレージが貯められる旅行

もありますので是非ご利用下さい。今日はお配りしたチ

ラシの宣伝をさせていただきます。先ずは JTBギフトシ

リーズということで右上に「JTBの商品券ナイスギフト」

とあります。これは全国 100 万店以上の JCB ギフトカ

ード取扱店で使える商品券です。この辺でも使えるお店

が沢山ありますので是非ご利用いただければと思います。

次に真ん中が「JTBの旅行券」。これは JTBの店舗で旅

行の購入に使えるものです。あと下のほうに「JTBハー

モニフト」と「たびもの撰華」というものがありまして、

チラシ裏側見ていただきますと JTB のえらべるギフト

贈りませんかと記載があります。100,600 円から 3,600

円までコースが色々ありますが、フリーチョイスギフト

になっております。これは例えば誕生日のプレゼントや

盆暮れのお届けものや入学祝とかお返しとかに使えます。

御用があればお声をかけていただければと思います。最

後にあと 10 年、15 年もすれば宇宙旅行を皆さんにご案

内できるのではないかと思いますのでその際は是非よろ

しくお願い致します。 

～株式会社杉田商店～  杉 田貞 一郎  君 

私は芳賀町祖母井で株式会社

杉田商店という会社をやってお

ります。会社自体は農協さんの

ような農家の方々に肥料・農薬・

農業資材を販売するのがメイン

です。そして米・麦を農家から

買い上げるのがメインの仕事としてやらせていただいて

おります。家庭菜園とか田んぼがあるんだけどとかあれ

ば、肥料・農薬はどこでもお持ちしますので是非使って

いただければと思います。それとアパート・マンション・

一戸建ての管理をしております。出来れば芳賀町に住ん

でみたいという方がいれば、私のほうで良い物件を紹介

しますので是非お願いしたいと思います。そのほかに飲

み屋を 1 軒「スナックパブくれよん」というのを私の自

宅のすぐ裏で経営させていただいております。そのほか



に大学卒業してから、参議院議員で在られました岩崎純

三先生の下で秘書をさせていただいたものですから、37

歳の時に芳賀町町議に出させていただきまして、現在 4

期目ということで議員活動もさせていただいております。

このロータリーメンバーの中にも市議等議員のメンバー

も増えて参りましたが、来年 4 月に芳賀郡内の議員選挙

がありますので忘れないようにお願い致します。また是

非ともその節は御協力おねがいいたします。 

～市村忠男司法書士合同事務所～ 市 村  忠 男  君 

司法書士事務所を開業したの

が昭和 58 年。35 年目というこ

とでございます。そして一昨年

からうちの息子と市村司法書士

合同事務所ということで名前を

変えて引き続き事務所を経営し

ています。私が開業した当時先輩司法書士から「10年頑

張ればお客さんは落ち着くよ」と言われました。その時

は 10 年って長いなぁという風に思っていましたが、今

もう 35 年目ということでそろそろ定年ではありません

が、終わりを考えなければならない時期に来たのかなと

感じております。司法書士業務は司法書士法 3 条の中に

規定されている通り、一つは不動産・会社の登記。もう

一つは供託。あと裁判所への提出書類の作成代理。それ

とそれらに関する相談業務というのが、私が開業した当

時の業務でした。その後成年後見業務が平成 7 年の頃か

ら始まりまして、知的障害、精神障害等判断能力のない

方たちの財産管理。身上監護は我々司法書士には出来ま

せんから財産管理という成年後見業務が始まりました。

当初はほとんど相手にされない。私たちもあまり考えて

いませんでしたけれども埼玉県で老姉妹が 2,500 万円程

家屋の修理・リフォームということで騙され、その報道

がされてから成年後見業務というのをもっと広げなくて

はならないと国が進めて、今現在多くの成年後見業務が

行われています。その後平成 14、5年に規制改革、司法

制度改革という国の後押しもありまして、司法書士が簡

易裁判所で 140万円以下の争いごとに関して訴訟代理権

が、私は「たなぼた」と言っていますが付与されました。

そのことで和解交渉等が出来るようになりました。訴訟

代理権よりも和解交渉をするほうが大きな業務になって

広がってきました。その当時は成年後見とか相続財産管

理人業務は、司法書士は出来ないと思っていましたが、

弁護士規則と同じ文言が司法書士施行規則に決められて、

弁護士と同様相続財産管理人等々の管理人業務も出来る

ようになりました。そういう風に段々業務の流れが広が

ってきています。全て出来るわけではありませんが、少

しずつ登記業務が減ってきたものを、そういう部分で補

っているというのが今現在の私の状況でございます。 

～有限会社三澤酒店～  三 澤  幸 光  君 

セブンイレブンを経営して

おります。その前は昭和 51 年

に三澤酒店としてスタートし

ました。酒店として 12 年。そ

の後セブンイレブンに切り替

えたのが昭和 63 年ですので今

年でちょうど 30 年になり、合

わせて 42 年になります。私のほうから仕事に関する説

明は必要ないんじゃないのかなと思いますが、おにぎり、

お弁当、サンドイッチいかがでしょうか？皆さんにお伝

えしたいことは、今当たり前に売られているこういった

商品ですが、最初セブンイレブンの鈴木敏文会長が、社

内でこういった商品を販売すると言った時に、周囲から

猛反対を受けたそうです。それが今ではお店の主力商品

となっております。そしてセブン銀行、ATMですがこれ

も社内でやる時は猛反対にあったそうです。しかし今で

はセブン銀行はちゃんと上場をして、非常に収益力の高

い銀行として評価をされております。株価のほうもそこ

そこになっております。銀行ですが融資業務はやらず、

ATMを利用する手数料をいただいているだけです。一般

の銀行は ATM 稼働の時間制限がありますが、コンビニ

の場合は 24 時間いつでも利用できます。非常に利用者

が多く、それが結果的にセブン銀行の収益に結びついて

います。最初にセブンイレブンができた時に「あいてて

良かった」というキャッチフレーズを思い出されるかと

思いますが、早朝深夜また年中無休営業という利便性で

ごひいきいただきました。従来コンビ利用者は若手のお

客様が中心でしたが、今は商品がリーズナブルでしかも

おいしいという評価を得て、私も含めてですが非常に年

齢層の高い方の利用が増えています。これらの商品はイ

トーヨーカ堂でも扱っております。時代はどんどん変わ

ってきているのかなと思っています。私はこの歳になっ

ても代表取締役という肩書きでいるのですが、私が会社

内でスタッフの皆さんにまずお願いしているのが接客で

す。喜ばれる接客をして下さい。それから時間の過ぎる

商品は絶対販売しないで下さい。きちんと商品管理をし

て下さい。それから清掃です。いつ行っても気持ちよく

買い物が出来るきれいなお店でお願いしますと言ってい

ます。時代と共に扱う商品や様式も変わってきています。

店長を初めスタッフの皆さんが全部こなしてくれており、

私は先ほど言った基本的なことはお願いしていますが、

細かなことは正直言って全く分かりません。皆さんのほ

うから三澤さんの店こんな風にしたほうがいいよとお気

づきがありましたら遠慮なくお伝え下さい。それが更に

お客様に喜んでいただける大きな力になっていくと思う

ので、今後とも皆さんのご利用と御協力をお願いして終

わりたいと思います。 

～大前神社～   柳 田  耕 太  君 

私は 18 歳の時から拝んでお

りますので50年になりました。

50 年を振り返ると一番私自身

が刺激を受けて、また今日今ま

でも基本にしているものは仲

間です。一つが真岡の祭りを仕

切っている真若というお祭り

集団です。そこに真岡青年会議所を作った栗原てるおさ

んという方がいらっしゃいました。この方から徹底して

飲むことを教わりました。真岡の町並み特に門前を中心

としたところこよなく愛しまして、神社にあがるお賽銭

の半分ぐらいが私の交際費であると豪語しております。

今年も沢山お参りいただきまして、一万円札も何枚か入

っておりましたので、それをまた賑わい作りのために使

わせていただきました。それからもう一つは青年会議所

という組織です。そこに柳製麺所の社長柳和男さんとい

う方が理事長でおりました。新入会員の時に一ヶ月位テ

キストを使って理事長をはじめ先輩方が講師になって研

修を受けました。その時未来 25 年位までの計画を練り

なさいという研修がありました。我々は 1,000 年以上の

歴史のある神社ですから、たった 20年か 30年で変える



ことは難しいだろうと馬鹿にしていたのですが、やはり

若い時にそのような色々なことを教えていただきますと、

それは今でも根っこの部分にありまして、丹念に日記を

付けたり、計画をしたり、その時教わったことを今でも

続けております。青春時代に出会いました多くの先輩方

のおかげで今の自分があると感じております。昨日県内

の神主さんと新年会がありました。そこで栃木県で一番

元気で賑っているのは大前神社ですねと言われました。

事実参拝者は例年よりも多くうれしい限りであります。

今日我々の課題になっていることが二つあります。一点

は神社で働いている仲間です。我々は神様に奉仕する立

場のため職業人という意識はありません。休みが少ない

等福利厚生面の環境が必ずしも十分でありませんが、そ

れが今後も果たして通用するのかなということです。も

う一点は今少子高齢化の時代で「未来年表」というのが

ベストセラーになっていて皆さんにも読んでいただきた

い。団塊の世代の生き方が将来の若い世代の負担になる。

我々は次世代のために迷惑をかけない生き方を根本的に

考えなければならないということです。心の安らぎであ

る緑の鎮守の森と言われている大前神社を未来永劫守る

という使命がありますので皆様の絶大なるご支援を頂戴

できますことをご期待申し上げます。最後に皆さんご心

配の真岡の神戸製鋼ですが今 200億円をかけて自動車の

専用ラインを建設するということで拝んでまいりました

ので大丈夫です。篠原会頭に代わってご説明いたします。 

 スマイルボックス報告  大 森  貴 之  君 

金子 正男君 職業紹介のスピー

チ宜敷くお願い致

します。インフル

エンザが流行して

おりますので、皆

さん充分気を付け

て下さい。 

石塚 龍夫君 職業 PR3 分間スピーチ宜しくお願いしま

す。 

久保 康夫君 昨日還暦を迎える事ができました。多くの

皆様に祝って頂き感謝感謝です。こんなに

良いものならもう 1回 120才まで生きてみ

る気になりました。 

杉村 久夫君 明けましてお目出とう御座居ます。今年も

よろしくお願いします。 

篠原 泉 君 阿久津亮君入会おめでとう。持ち前のパワ

ーでロータリーをエンジョイして下さい。 

岡本 俊夫君 久保康夫君、渡邉佳寛君還暦おめでとう！ 

田村 浩次君 今日職業紹介します。よろしくお願いしま

す。 

見目 良一君 スマイル大賞を頂きましたが、スマイルを

入れ損ねておりました。遅ればせながら入

れさせて頂きました。有難うございました。 

久保 賢司君 職業 PR をして頂く皆様有難う御座居ます

これからも例会の時間を調整して職業 PR

の御願いをしていきますので御協力おね

がい致します。 

渡邉 佳寛君 昨日は一部の方々に還暦を祝っていただ

きました。誠にありがとうございました。

久保エレクトに追いつかれたのがちょっ

とくやしいです。 

平石 典嗣君  インフルエンザがたいへん流行していま

す。私の会社のパートさんも、本人は感染

していないのですが、子供が感染したため

に大型連休です。皆さまお気をつけて！ 

栁田 耕太君  新年明けましてお目出度うございます！

皆様素晴らしい一年をお送り下さい。今年

も公私共宜しくお願いします！ 

 スイマルボックス(1月 18日現在) 

 プログラム委員会  柳 澤  正 弘  君 

 出席委員会   馬 場  照 夫  君 

前回までのスマイル繰越金 1,671,500 

会員 33,000 

ビジター 0 

本日のスマイル合計 33,000 

スマイル今期累計 1,704,500 

前回までの米山繰越金 41,842 

本日の米山 0 

米山今期累計 41,842 

合計金額 1,746,342 

本日の 

プログラム 

1/25 

内部卓話 

新入会員卓話 

次回の 

プログラム 

2/ 1 

月初例会 

誕生日・結婚

記念日祝 

月間予定 

出席者     出席報告   出席委員会  馬場 照夫君 

在籍 59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 1月  9日 56 3 0 49 1 5 91.23 

本 日 1月 18日 57 8 - 43 1 7 87.93 

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 91.23       

※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。 


