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 会長挨拶  会長エレクト 久保 康夫 君 

皆さん改めましてこん

にちは。今日は金子会長

がインフルエンザで欠席

でございます。どうかお

許し下さい。今日は私が

代わりに挨拶をしなけれ

ばならないという事で大

変緊張しております。心

臓がバクバクでございます。この様な緊張は芳賀経友

会 30 周年記念以来かなと思います。岡部 PP や杉村

PP が健康で頑張っておられます。皆様も風邪などひ

かないで頑張って下さい。 

4 年ぶりの大雪で沢山の雪が積もっております。昨

日、益子の喫茶店に行ったのですが落雪注意という表

示がありました。自分の家の車が落雪で潰れてしまっ

た様です。雪が氷になって滑り落ちてきたそうです。

皆様も軒下とか気をつけて下さい。氷の塊が降って来

るようです。 

降って来るといえば、草津の白根山で噴火がありま

した。噴火で思い出すのは御嶽山の噴火で沢山の噴石

が降ってきたことです。今回もゴンドラも壊れるなど、

自然の力は本当に恐ろしいものだと思います。 

今月はロータリー理解月間です。私はロータリーは

宗教だと思います。皆さん宗教というと変なイメージ

があってオウム真理教とかが挙がるかも知れません

が、仏教や神様も宗教ですね。ロータリーも宗教なん

じゃないかと思いますね。私も小さい時から仏教に馴

染んでいまして、悪い事をすると地獄に行くから悪い

事するなと言われてきて、悪い事をなるべくしないよ

うにしてきました。良い事もしていませんが。ロータ

リーもそういう意味では宗教かなと思う訳です。性善

説、性悪説がありますが、私は自分の事を性悪説だと

思っています。性悪説の中で悪い事はしたいのだけれ

ど、やっぱりしてはいけない。そう言う抑えみたいな

物、悪い事をして報酬を得るのが一番楽かなと思いま

すが、泥棒みたいなものですね。良い事をして良い報

酬をもらう。これからも職業人としてやっていく上で

は、出すものは出す、良い事もどんどんやらないと皆

さんから得るものも得られないんじゃないかと思い

ます。 

取り留めもない話になりすみませんでした。以上で

ございます。 

 幹事報告   石 塚  龍 夫  君 

今朝、金子会長から連絡

が入りまして B 型確定と

のこと、1 週間は近寄らな

い様にして下さい。と言う

事で急遽久保エレクトに

連絡、仕事の優先順位を変

更して頂き有難うござい

ました。 

一年交換学生レナさんに対しまして、地区の方から

白馬のスキーツアーのご案内が届いております。地区

としては地区内の交換学生 5名全員を連れて行きたい

と考えておりますので、レナさんも参加させたいと思

います。ロータリーの会員も参加可能ですのでご希望

の方は申し出て下さい。白馬 RC 主催で全国の RC に

声を掛けております。日程は 3 月です。 

MU会場案内 

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 
宇都宮 90 東武ホテルグランデ 
小山中央  思水荘 

真 岡 西 フォーシーズン静風 
宇 都 宮 東武ホテルグランデ 
宇都宮東 ホテルニューイタヤ 

益   子 益子カントリー 
しもつけ 石橋商工会館 

宇都宮西 東武ホテルグランデ 
宇都宮北 宇都宮グランドホテル 

小山東 小山グランドホテル 
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 内部卓話 ～新入会員卓話～  

 平成 28 年 6 月入会    大森 貴之 君 

皆さんこんにちは。大

森貴之です。歳は昭和

51 年生まれの 41 歳で

す。 

生まれは、市貝町赤羽

の団地です。年長までい

ましたが、そのころの記

憶は全くありません。そ

の後、父親の実家のある茂木町、城山公園のふもとの

桔梗町で育ちました。小さい頃から勉強が嫌いで遊ん

でばかりいました。駄菓子屋さんでゲームをし、学校

で遊ぶ毎日でした。そして、4 年生の時に自宅の近所

の剣道の先生のすすめで剣道を始めました。 

そのころの事で鮮明に覚えているのが、夜中にやば

い小便洩らしたかなとトイレに行く途中にパンツを

確認した時、目の前のガラスが真赤に燃えていました。

何事かとよく見ると近所の家が大火事でした。その火

事の事を鮮明に覚えています。 

それから茂木中学校にあがりました。このころも勉

強嫌いで好き勝手をやっていましたが、2 年生の時に

市貝町の金井先生と出会いました。この先生は本当に

厳しい先生で、赴任して来て早々、毎日のように怒ら

れていました。すぐ手が出る先生でした。ある時中学

校の石碑を飛び越えようとして倒してしまいました。

これはやばいと駆け足で家まで逃げて行きました。す

ると６時か７時頃に学校から電話があり、夜の学校に

呼び出されました。学校に行くと石碑の前に金井先生

が立っていて「これ、お前だろう」。他の生徒が見てい

てばれたんですね。「お前一人でこれ直せ」と言われ、

直そうと一時間頑張ったのですが、ビクともしません

でした。100 キロ以上あったんですね。この時、先生

に「何でこの石碑は重いんだ。これはこの学校の思い

と生徒みんなの思いが詰まっているからこの重さな

んだ。お前一人で動かせる物ではない」と言われまし

た。この言葉が私の心に響きまして、今でも先生とは

お付き合いをさせて頂いています。石碑は、翌日、先

生の計らいでクラスの生徒全員でどうにか持ち上げ

て直した記憶がございます。 

そして、3 年生になり受験です。私はちょっと勉強

嫌いだったのですが、数学と理科だけは勉強しなくて

もずば抜けて出来たんですね。自分で言うのもなんで

すが(笑)。先生に推薦で行くかと言われ、剣道推薦で

お願いしました。茂木高校にしようか、真岡高校にし

ようか、どちらの剣道の先生も知っているし。三者面

談の時に、勉強嫌いだからあまり勉強しないですむと

ころにしたいと言ったところ、真岡工業高校になりま

した。 

高校時代は弁当だけを持って登校し、学校では寝て

ばかりいました。寝ていた記憶しかありません。昼間

寝てばかりいた理由は、夜の部活をやっていたからで

す。バイク部と言うやつです。夜のバイクがなかなか

楽しくて、朝の 5 時頃まで走る部活でした。そんな高

校生活でした。 

そして、就職です。工場勤務にするか、何か手に職

を付けるかと考えた時に、工場勤務は自分の性格上無

理かなと思い、初めに大工をしました。しかし、飽き

っぽかったのと若かったこともありまして、8 ヶ月位

で辞めてしまいました。そこから 2,3 ヶ月プータロー

をした後に、バイク部の先輩が務めていた瓦谷さんに

就職しました。そして今の大森瓦工事店やらせてもら

い、23 歳の時に独り立ちをしました。そのころ今の奥

さんと合コンで出会いました。26 歳で結婚し、益子町

七井でアパート暮らしを始めました。その後、34 歳の

時に奥さんの実家である西田井の土地をもらい、移り

住みました。 

30 歳を過ぎて真岡に来てからやらせてもらったこ

とが、私の糧になっていると思います。真岡商工会議

所青年部で久保さんに出会い、消防団で仲野君と出会

い、その後 JC に入会して青木君と出会い、そしてこ

のロータリーでいろいろな方と出会う事が出来たこ

とが感謝であり、私の宝と思っています。 

私は昔から一人でいるのが嫌いで自宅も溜り場で

した。結婚式も友達を 100 人位呼んで派手に宴会をや

りたいと思い、そんな結婚式をやりました。結婚式で

喧嘩になったり、急性アルコール中毒で運ばれたり、

良い思い出です。 

最近熱心にやっている事は、剣道です。益子剣道ク

ラブで指導をしております。自分の子供らに何か武道

をやらせたいなと思う中で、子供たちが剣道をやりた

いと言うので連れて行ったところ、先生が知り合いで

自分も指導をやることになりました。JC にどっぷり

浸かっていた時なので時間が取れない状態でした。今

年 42 歳ですが、40 歳で JC が終わったので今本腰を

入れて剣道を教えている所です。 

私の話はこの辺で終わりにしたいと思います。あり

がとうございました。 

 平成 29 年 7 月入会 菱 沼  貴 君 

有限会社ロジ・スタッ

フの菱沼です。 

人前で話をするのは

大の苦手で、原稿を作る

のに大変な時間を費や

しました。と言っても、

昨夜の夜 10:00 からや

っと作り出し、今の今ま

で作っておりました。相変わらず、学生時代からぎり

ぎりにならないと始められない性格は変わっており

ません。 

少し会社の紹介をさせて頂きたいと思います。 

会社の始まりは、私の妻が個人で立ち上げたのが始

まりです。1998 年の秋口に妻が勤めていた国際運送

という会社が倒産し、取引があったお客さんにも勧め

られて個人ではじめました。国際運送には私も 10 年

程勤めており、そこで妻と知り合いました。年商 80 億



位の売上があったと思います。事情があり、先に私が

会社を辞めましたが、その数年後に倒産になりました。

妻は、女性ながら営業所の所長もまかされており、く

せのある運転手を上手くまとめながら、なかなかのや

り手であったと思います。倒産となってしまった時の

社長には申し訳ありませんが、会社の立ち上げとして

は、良いきっかけを作ってもらったと思っております。

最初、個人での立ち上げの時にお世話になった会社が、

数社ありましたが、まもなくして法人にしてほしいと

の依頼があり、半年程して法人として、1999 年 6 月

に有限会社ロジ・スタッフが発足いたしました。国際

運送を辞めてからの私は、別の会社でトラックの運転

手や配車業務をしておりましたが、法人として立ち上

げの時に、それまでの運送会社を辞めて、社長に就任

させてもらいました。妻の思い切りの良さに感謝しな

いといけないところでしょうか。 

本社は、さいたま市南区です。浦和駅から京浜東北

線で東京方面に一駅行った南浦和が最寄り駅となり

ます。業務内容としては、コンサートホールなどの椅

子の取り付け、事務所の什器の施工、学習塾の什器取

り付け、大学、高校の机、椅子等の組立、大講堂の机、

椅子の取り付け等をメインとしております。真岡市民

会館が震災のときに、入れ替えた客席の工事は、大ホ

ール、小ホールともロジ・スタッフで行いました。ま

た、昨年、一昨年と東京ドーム球場の内野席、2 階席

の座席交換もロジ・スタッフで行いました。学習塾は、

栄光ゼミナールの仕事になりますが、生徒用の個別指

導用ブースの施工、自習用ブースの施工、什器の入れ

替え、移転作業等を行っております。 

3 年前に宇都宮に営業所を設け、活動しております。

先ほどお話しした業務の他に、様々な組立施工などの

仕事も請け負っております。今は、会員の中川さんよ

り泉食品さんの新工場の施工作業のお手伝いをさせ

てもらい、大変助かっております。また、石塚幹事か

らは、花王市貝工場の什器移動等の仕事をいただき、

大変お世話になっております。ちょっとした組立や移

転作業等、作業員が必要な時は、是非ご用命ください。

宜しくお願い致します。 

さて、会社ロジ・スタッフが発足し、15 年位、昼夜

と体力が許す限り働き続けましたが、祖母からの遺伝

と思われる腎臓疾患が発覚し、5 年程前から人工透析

を始めております。人工透析を始めてからは、現場に

出ることがかなり限られてきて、人に任せなければな

らない状況が多くなってきました。それまでは、自分

が頑張ればなんとかなると思ってきたことが、自分の

力ではできなくなってきたため、部下に頼らなければ

ならない、任せねばならないこととなってきました。

そうすると、部下が予想以上に頑張るのです。自分で

なければだめだなと思っていたことが、どんどんクリ

アーされていくのです。自分ひとりでできることは、

たいしたことがないのだなと気付かされました。私が

人工透析を始めてから売り上げの伸び率が急速に上

がってきております。私の場合、あまり、仕事しない

ほうが会社が順調なのかなと思ったりします。しかし、

たこ社長と言われないように、もう少し、頑張らなけ

ればいけないなとも思いますが。 

ロータリークラブに入会させていただき半年ほど

になります。最初の例会に参加した時は、会員の皆さ

んのオーラの凄さに圧倒されました。とんでもないと

ころに入会してしまったなと思いました。そんななか

で、昨年の 11 月には、斗六公式訪問に参加させてい

ただきました。人工透析していても、石塚幹事の海外

旅行に行こうという熱い思いに後押しされ、頼近さん

には現地の病院を手配してもらい、石川さんにもお世

話になりありがとうございました。旅行中は、会員の

皆さんにも大変気を使っていただき、楽しい旅行とさ

せていただきました。凄いオーラを感じた会員の皆さ

んに、気さくに声をかけてもらい普段は、親しみやす

い人たちなんだなと、とても親近感を感じました。 

また昨年暮れのクリスマス会では、下手なトランペ

ットを披露してしまいましたが、緊張ながらも、楽し

ませていただきました。石塚幹事の発想の奇抜さに驚

いているところです。石塚君とは、真岡高校の吹奏楽

部で知り合いました。同級生です。私は、トランペッ

トを始めましたが、中学校では人数が少なく真岡高校

の大編成の吹奏楽をやりたいと思い、真岡高校を受験

しました。多分ビリから 10 番以内位でかろうじて合

格したと思います。一年生の時、演奏が日本一になり

内閣総理大臣賞をいただきました。当時は、それほど

たいしたことではなかったような気がしていました

が、今思うと自分の人生の大きな支えになっていたな

と思います。当時の演奏を聴きますと、うまい演奏は

他にもたくさんあるのですが、やはり自分達の演奏が

最高です。1 年生でもあり、ほんの少ししか演奏して

いませんが、楽しかった 1 年間が曲に込められていま

す。3 年では、部長を任されましたが、伝統校という

こともあり、栃木県のトップを守る重圧に、苦しい思

い出しかありません。しかしながら、貴重な体験をさ

せてもらったと思っております。また、吹奏楽部で石

塚君と出会わなければ、たぶん、ロータリークラブの

入会もなかったと思います。こう考えると、真岡高校

吹奏楽部は、私の人生で大きな意味合いをなしていた

なと感じます。 

先日、吹奏楽部顧問の島田先生が入院している高齢

者介護施設に行ってきました。85 歳位になるようです

が、転んでしまい車いすの生活になっているようです。

大先輩の都野先生や同期、後輩等 8 名で新年会という

ことでお邪魔しました。島田先生が話されたことで、

日本一になったことは運が良かったと話されました。

私は先生ほどの人が、そんなことを言うのかと、不思

議でしたが、私もそう言う事はあるかなと感じます。

ご先祖様、神仏を大切に思うことが、良い運につなげ

てもらえるのかなと思っています。 

ロータリークラブにおきましては、まだ先輩方につ

いていくだけですが、少しでも、真岡市、世の中のた

めに貢献できればと思っております。再来年には、と



うとう還暦になってしまいますが、まだまだ未熟者で

すので、ご指導の程よろしくお願いいたします｡ 

ありがとうございました。 

 スマイルボックス報告  大堀  文雄  君 

石塚 龍夫君 大森会員、菱沼

会員、卓話宜し

くお願いしま

す。 

今日は、金子会

長がお休みで、

とてもさみしいです。 

久保 康夫君 大森さん、菱沼さん、卓話頑張って下

さい。 

本日、金子会長が高熱で休みと聞き非

常に緊張しています。ロータリーの重

みを感じています。 

岡本 俊夫君 例会を 3 連続欠席しました。本日より

また宜しくお願いします。 

大森君、菱沼君卓話御苦労様です。私

事ですが、本日は私共の結婚記念日で

す。 

木村慎太郎君 人が犬をかんだというニュースが新聞

に出ていました。これぞニュースだ。 

岡本 佳男君 大森さん、菱沼さん卓話ご苦労様です。

楽しみにして拝聴させていただきます。 

見目 良一君 大森君、菱沼君 卓話 

『じっくり
・・・・

』と聞かせてもらいます。

頑張って下さい。 

豊田 光弘君 大森さん菱沼さん新入会員卓話大変ご

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 雪の為、足を滑らせた話を娘にしたら、

すごい顔で、にらまれました。受験生

の前では、禁句の言葉でした。以後、気

をつけます。 

栁田 尚宏君 新入会員卓話、大森さん・菱沼さんご

苦労様です。しっかりと拝聴させて頂

きます。 

青木 圭太君 本日の新入会員卓話楽しみにしており

ます。 

大森君は大枚の価値がある話をして下

さるという事でスマイルに投資させて

頂きます。 

栁田 耕太君 節分に豆をまき、厄払い 

立春で春を寿
ことほ

ぐ 

初午で五穀豊穣・家内安全 

皆様幸せに！ 

 スイマルボックス(1 月 25 日現在) 

 プログラム委員会 

 淡路  晃  君 

 

 

 出席委員会 

 太田 浩彰 君 

 

前回までのスマイル繰越金 1,704,500 

会員 37,000 

ビジター 0 

本日のスマイル合計 37,000 

スマイル今期累計 1,741,500 

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 1,783,342 

本日の 

プログラム 

2/1 

月初例会 

 

次回の 

プログラム 

2/ 8 

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 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 11日 57 5 1 46 0 5 91.12 

本 日 1月 25日 57 3 - 47 1 8 86.21 

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 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。 


