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 会長挨拶  会 長 金子  正男  君 

皆さんこんにちは。だいぶ

暖かくなり春爛漫となってき

ました。会員の皆さんは素直

な鈴子さんはご存知だと思い

ますが、私は知りません。私の

年代は柏原芳恵さんと言う歌

手がとても好きで、春なのに～♪とか言う気分に今日

はなっているような感じです。 

いよいよ久保年度もスタートが間近になってまい

りました。現況報告書の作成にも共栄社さんと着手し

たとの事でした。岡本創立 60 周年記念事業委員会に

ついても、先日会合を持ち組織案が提出されました。

どんどん進んでいく中で、先日小林副幹事が会頭室ま

で借りた会合に興奮して鼻血を出してしまい、岡本委

員長より安田院長に電話を入れて、すぐに治療に向か

った事がありました。大事に至らず安心しましたが、

血の気が多いのは岡本 PP かと思っていましたらそう

ではなかった事が判明致しました。小林副幹事も忙し

いかと思いますが、スタート間際のワクワク感を味わ

っていただけるかと思っております。したがって、私

の方はそろそろ会長総括を考えなくてはならない時

期がきてしまい、寂しい気もしてまいりました。次年

度より PP と呼ばれるわけですが、大先輩の PP を見

習って愛をもって優しく、岡部 PP の様に年輪を重ね

て行けたらと思っています。石塚幹事には、まだ会長

をやっていただく使命がありますので頑張って頂き

たいと思います。 

来週には IM がございますが、来年度は石田次年度

ガバナー補佐率いる真岡 RCとなりますので、会員み

なさんが多数参加して頂かないと盛り上がりません

のでよろしくお願い致します。今日の例会が終わりま

すと、4 月 5 日の夜間花見例会まで例会は無いわけで

すが、桜の花が散らないように持ってくれたらと思っ

ております。また、来月は母子の健康月刊という事で

勉強したいと思いますが、大変不得意な分野なので頭

が回りません。私の年度も最終コーナーに入って参り

ましたが、こけない様に桜の花と一緒に散らない様に、

もう少し事業が残っておりますので、選挙じゃありま

せんが最後の最後まで頑張りますので、ご協力をお願

い致しま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。 

 米山奨学功労者表彰  

第 6回 木村慎太郎君   第 5回 辻達夫君 

第 1回 小林勇一郎君、見目良一君、久保賢司君 

第 41回米山功労クラブ表彰 真岡クラブ 

 幹事報告      会 長 石塚 龍夫 君 

本日臨時理事会を行いました。残

念な話ですが、岡本佳男会員が静風

を退職することに伴い、今月で退会

となります。本日、新入会員の歓迎

会でしたが、岡本会員も来ていただ
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いて歓送迎会といたします。 

 続きまして、次年度会員組織が発表されました。該

当する委員長が出席する地区の研修会が 4月 8日に開

催されますので事前のお知らせです。また、来年度の

米山奨学生、中国人の自治医科大学に通われている方

を真岡 RC で受け入れます。広瀬 PP にカウンセラー

を引き受けていただきました。また、会員夫人旅行は

本日まで受け付けています。それから、4月 15日第 4

グループのゴルフコンペが益子カントリークラブで

開催されます。当クラブゴルフコンペも合わせて行う

ことになりました。皆様奮ってご参加いただきますよ

うよろしくお願い致します。以上でございます。 

 その他報告 

・野球部     仲野  慎吾  君 

大会が 5 月に延期になりました。

練習を 3月 29日木曜日、18時 30分

より山前地区小林にあります東運動

場で行います。参加よろしくお願い

致します。 

・次年度幹事     小林 勇一郎 君 

次年度の組織が決定いたしました

ので、今日お配りしてあります。ご自

分の漢字等で間違っている所があり

ましたら連絡下さい。 

地区研修会が 4 月 8 日にあります

のでよろしくお願い致します。 

 ・パスト会長   岡本 俊夫 君 

来る18日の日曜日にレナちゃんを

簡単な山登りに連れていきますの

で、会員の中でちょっと汗をかいて

みたい方おられましたら申し出てく

ださい。幹事は行くことになってお

りますのでよろしくお願い致しま

す。 

 ・齊藤敏彦君 

創業記念日が、去る 3月 10日、土

曜日、大安で、いいねなんて話しなが

ら良く計算したら 50年という事で、

これは何かしなくてはならないと、

社員だけで食事会をさせていただき

ました。プラスチック業なものです

から、お配りした記念品は爪楊枝になっております。

ピラミッド型爪楊枝ですのでご家庭に置いておいて

ください。 

 ・大堀文雄君 

西田井駅前にロータリーで植えた桜がずいぶん大

きくり、花も見頃になってきました。今年も花見をや

ります。4 月 1 日 12 時より駅前公民館で行いますの

でよろしくお願いします。 

 ・岡本佳男君 

私、この 3 月をもってフォーシー

ズン静風を退社させていただくこと

になりました。RCに入会させていた

だき 7年 6ヶ月、静風で 8年でございます。お世話に

なりました。いろいろご指導ご鞭撻を頂きましたこと

心から御礼を申し上げます。先ほど久保エレクトから

過分なお褒めの言葉を頂きました。RC で印象にある

のは、親睦委員会で受付を 2年間、その後、出席委員

会で 2年間、そのうち 1年間は委員長をさせていただ

きましたが、出席率が 90％を超えることは何度もなか

ったかなと思います。1 年後に岡本 PP が出席委員長

をされまして 90％台をほとんど毎週ぐらい超えてお

りました。私と力の差を痛切に感じた次第でございま

す。それと、広報委員会を 1年務めさせていただきま

した。2 月にインフルエンザにかかってしまい、会社

からは一週間から 10 日出社しなくていいよと言われ

ましたが、RC会報だけはまとめなくてはならないと、

特に覚えているのは三沢先輩に朝 5時ごろ電話をして、

セブンイレブンなので朝は何時でも大丈夫だとお思

い、卓話の内容を確認したことがあります。その後同

級生の広瀬さんにも電話確認をしました。もう寝る所

じゃありません。初めての経験で 1日遅れたらもう間

に合わなくなってしまいますのでそれが思い出とな

っております。それと、甲子園に連れて行っていただ

いた、この事が大変印象に残っております。長い間ほ

んとにありがとうございました。7 年半静風の宴会担

当として、皆様方に RCの年間の宴会のご予約を頂い

て、移動例会も含めて炉辺会合についてもご予約を頂

いて、それと年間の各イベントのチケットについても

ご予約を頂きまして、お陰様でどうにか 8年間務めさ

せて頂く事ができまして。今後共、どうぞ引き続いて

のご指導ご鞭撻賜りますよう、高いところから恐縮で

はございますがお礼を申し上げます。ありがとうござ

いました。 

 内部卓話 ＝＝ 職業ＰＲ ＝＝ 

 有限会社スリーテック 中 川  宏 行 君 

皆さんこんにちは。私は、有限会

社スリーテックという会社をやっ

ております。職業内容ですが皆さん

ご存知の通りエアコンの販売施工、

修理点検といったことをメインで

やっています。これだと話が終わっ

てしまいますが、皆さんよくご存じ

の様に、意外と難しい問題があります。世界の温暖化

というのが今問題になっています。それに伴いフロン

の排出規制が 3年前にできました。みだらにフロンを

大気中に排出してはだめですよという法律です。資格

がないとフロンガスが扱えません。私達がこの仕事を

やるのにはこの資格が必要です。ちょっと勉強すると

合格できます。皆さんの会社にもエアコン、冷蔵庫、

ショーケースなどいろいろあると思いますが、これら

の法的点検が義務付けされています。意外と皆さんご

存じないと思うのですが、１年に一回の簡易点検とか、

3 年に一度の法令点検が義務付けされました。施行か

ら約 3年になりますから、今年が最後になります。も

う言い逃れできないのでご用命は私までお願いしま

す。他には、ビルのメンテナンス、クリーニングをし

ます。皆さんの会社の床が汚れてしまった場合などは



ピカピカにしますので宜しくお願い致します。以上で

す。 

 有限会社大滝住宅  大瀧 和弘 君 

皆さんこんにちは。大瀧和弘で

す。私の職業はコメを作っている農

業、そしてアパート貸家などを貸し

ている賃貸業などと、職業ではあり

ませんが、皆様からのご支援を戴き

市議会議員をさせていただいてお

ります。私が幼少の頃、小学校 3年生ごろまではプリ

ンスメロンなども作っていました。今でいう茨城県桜

川市に羽黒小学校というのがありまして、家にはそこ

の木造 2階建ての古い校舎を、移築した大きな納屋が

ありまして、小さい頃から人の出入りが多かったとい

う記憶がございます。真岡に工業団地ができて、そし

て大谷台団地が造成され、すごい勢いで社宅や寮を作

っている時代でした。小学校 3年生の時には、私は真

岡小学校でしたが児童数が多いために、運動会初日は

1年、3年、5年生、二日目が 2年、4年、6年生とい

う事で 2回に分けて運動会が実施されていた時代でし

た。1学期 2学期 3学期のスタートの時には必ず転校

生がたくさん入ってきて、どういう人が何人入ってく

るのだろうというのが楽しみでした。お陰様で今は、

アパートマンション、流通店舗など建てて貸す賃貸業

など仕事をさせていただいております。農業だけであ

ったら、なかなか RCに勧誘もされることが無かった

と思います。今後共、皆さんと仲良く楽しいロータリ

ー活動をしていきたいと思いますので、よろしくお願

い申し上げます。ありがとうございました。 

 オオコシ     大 越 正 和 君 

皆さんこんにちは。職業紹介とい

う事で 3 分間程度お話させていただ

きます。こういう場に立つのはしも

つけ RC の卓話以来です。地元で話す

方がちょっと楽かも知れません。 

それでは職業紹介でございます。

私は住宅関連のアルミサッシ、シャッターとかシステ

ムキッチン、バスルーム等の卸販売を R294の田町の

ローソンの反対側で行っております。昔は、親父から

聞いたのですが油屋だったみたいです。大越七五郎と

いう人がやっていたらしくて、油七と言って結構大き

くやられていたそうです。ただ、火事で焼けてしまっ

て廃業に追い込まれたそうです。噂では、その当時の

土地が真岡女子高の方にあり、千両箱が埋まっている

という話です。10年ぐらい前に市役所から通知が来ま

して、今まで知らなかった土地が出てきました。親父

が法務局に行って住所等を調べたのですが、そのよう

な住所は存在せず、税金だけ払っているのはもったい

ないので、抹消してくださいと言ったら、日本の土地

が減ってしまうのでできないと言われました。結局、

その土地の権利を放棄して、税金を払わずに済むよう

になったのですがちょっと残念のような気がします。

千両箱がもし出てきた時には RCの皆さんに大盤振る

舞いをさせていただきたいと思います。 

その後は大工さんで、金鈴荘の棟梁をやったらしい

です。何年か前にそこの増築で直した時に、大越何々

と書いた棟札が出てきました。これを家に届けてもら

った事があります。その頃は大工さんが扉等を作って

いたのですが、その後、大工さんから分業制で木製建

具、建具屋となり、建具と家具の製造販売、桐ダンス

なども親父は作っていたそうです。ただ、時代の流れ

で木製からアルミに変わってきて、アルミに関しては

自分で一代となります。とりあえず順調にやっていま

す。しばらくは RCも辞めないで済みそうです。皆様

よろしくお願いします。ありがとうございます。 

 株式会社大堀電気  大 堀 文 雄 君     

 それでは、書いてきたやつだけ読

ませてもらいます。今日はこれをや

るので背広もいいやつ着てきまし

た。会社は、株式会社大堀電気で職

業は電気工事業という事です。昭和

37 年頃大堀電気を親父が始めまし

た。主に住宅の電気工事をしていました。私は昭和 40

年から関電工に入社しました。10年間ほど外線工事で

した。入社当時は朝 7 時から午後 5 時が定時ですが、

だいたい暗くならないと終わりにならない会社でし

た。賃金は班プールと言って、6 人で働いた分を、班

長さんが 100で 10、15、15と私が一番最後に入った

もので、班長さんが 10 万もらえば私が 3 万もらえれ

ばいい方だった。そういう時代でした。賃金を決める

のも正月の新年会で酒を飲みながら決めました。今年

は 10％上げてやるとか働きが悪いから下げるとか、班

長さんと副班長さんの頭一つで賃金は決まっていま

した。今はそのようなことはないと思います。当時は

電気がつかない家がありまして、機械が無かった為、

電柱を 4人で担いで建てていました。班は 6人で車 1

台でした。私は運転免許を持っていましたので、その

頃は自動三輪車の幌馬車でした。夏の暑い時冬の寒い

時は大変でした。三輪車は砂利道の良いところを見つ

け通るようにしていますが思うようにはいかず、どっ

かんどっかんと走ると後ろの人が、もっといいところ

を走れと怒鳴ります。現場に着くまでは大変でした。

父が家の仕事が忙しく会社を辞めて家の仕事を継い

でくれと言われ、会社の組織が班長、副班長、その次

か自分で三席になり面白くなっていましたが、会社を

辞めることにして会社に退職したいと申し込みまし

たが、なかなか認めてくれず半年係でやっと退社でき

ました。その頃家では親父と 4人で仕事をしていまし

た。内線工事は見習いですので電線を出したり、スイ

ッチボックスを付けるなど雑用が主な仕事でした。お

陰様で、大工さんや材木店など多くの皆さんに仕事を

戴き大変多くなりました。電気工事や空調、通信、照

明器具販売などを増やし、今は工場の高圧変電設備や

動力電灯工事や太陽光発電など電機に係る仕事をし

ています。平成 18 年 6 月に株式会社大堀電気に社名

を変更して頑張っております。会員の皆様なにか電気

関係の事がありましたらよろしくお願いします。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 

金子 正男君 職業紹介の皆さんお願い致します。

米山記念奨学会功労者表彰の皆さん

おめでとうございます。岡本佳男会

員の円満退社による退会になります

が、長い間ありがとうございました。 

石塚 龍夫君 ホンデン製作所創業 50周年誠におめ

でとうございます。本日職業 PR3 分

間スピーチの皆様宜しくお願い致し

ます。 

久保 康夫君 卒業式、入学式の春ですね。岡本佳男

さん、卒業されるという事で永い事

大変お世話になりました。残念です。

私が親睦委員長の時、受付を確実に

やっていただいたことに感謝してい

ます。 

岡本 俊夫君 篠原泉さん、見目夫妻、Soul での 3

日間お世話になりました。韓国旗に

約束してきました。「タシオルケヨ」

卓話をされる 6名の方ご苦労様です。 

野沢 巧 君 先週はインドネシア（ジャカルタ）に

いました。四人の珍道中でした。テレ

ビ撮りは久保エレクト end 中川君が

パーで金子会長と自分はボギーで大

変な間違いがおきました。暑い気候

に負けました。 

岡本 佳男君 私、今月末をもって静風を退職する

ことになりました。したがいまして

当ロータリークラブを残念ながら退

会させていただきます。お世話にな

りました。後ほど改めてごあいさつ

させていただきます。 

小林勇一郎君 米山奨学会功労賞をいただきました。

ありがとうございます。次年度会員

組織承認いただきました。よろしく

お願い致します。 

見目 良一君 先週末、篠原 PP、岡本 PP 両先輩と

共にかねてからの願いでした韓国へ

の外遊に行ってまいりました。あれ

だけ飲めれば PP もまだまだ現役で

すね。岡本 PP は今回で 97 回？98

回？数えきれない数の訪韓で私もビ

ックリです。本当にありがとうござ

いました 

久保 賢司君 4 月から娘の一人暮らしが始まりま

す。家内と二人きりの生活が始まり

ます。何故か少し緊張しています。 

平石 典嗣君 たいへん暖かくなってまいりました。

3月は卒業・別れの月、4月は入学入

社・出会いの月、時は移ろうものです

ね！ 

田崎 義典君 2 週連続でメイクとなり申し訳あり

ません。夜の部へは馳せ参じますの

でよろしくお願いします。 

太田 浩彰君 斎藤さん、ホンデン製作所創業 50周

年おめでとうございます。  

大森 貴之君 19 日月曜日は小学校の卒業式です。

私の次男も 6 年間の学校生活を無事

に卒業できることに感謝。 

 スイマルボックス(3月 15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 2,082,000 

会員 39,000 

ビジター 0 

本日のスマイル合計 39,000 

スマイル今期累計 2,121,000 

前回までの米山繰越金 52,290 

本日の米山 0 

米山今期累計 52,290 

合計金額 2,173,290 

本日の 

プログラム 

3/25 

IM   

次回の 

プログラム 

3/29特別休会 

 

4/5 花見会 

月間予定 

出席者     出席報告   出席委員会  太田 浩彰君 

在籍 60名 出席免除者  名（有資格者  名 + 有理由者  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 3月 1日 58 9 0 43 1 7 88.11 

本 日 3月 15日 58 1 - 47 1 9 81.36 

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 88.25 87.77 91.23 90.42 93.14     

※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。 


