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皆様こんにちは。15日の日

曜日には第 4 グループと真岡

クラブの合同ゴルフコンペが

益子カントリー倶楽部で開催

されました。真岡クラブから

21 名の参加を頂き誠にあり

がとうございました。雨風が

午前中いっぱい強いという荒れ模様の予報が出てい

たため、前日に柳会員から「明日のゴルフの中止連絡

はまだ来ていないの？」と問い合わせがあったほどで

す。しかしながら次の日の天気は思ったほど悪くなく、

参加者の皆様の普段の行いが良いためか、スタートの

小雨のみで比較的良いコンディションでゴルフが出

来たと思っています。クラブ対抗戦では真岡クラブが

久々にぶっちぎりで第 4グループの優勝を勝ち取るこ

とが出来ました。これも皆様のご尽力と心より感謝申

し上げます。 

表彰式は森田会員の店で大いに盛り上がりました。

野澤ノミニーより、前日に秘密の山から採ってきた

「こしあぶら」という白木の芽を差し入れていただき

ました。感謝申し上げます。森田会員におかれまして

は、焼肉屋なのに無理を言って天ぷらを揚げて頂き大

変申し訳ございませんでした。大変美味しくあっとい

う間に無くなってしまいました。森田会員に感謝です。

ありがとうございました。また、設営の中川親睦委員

長はじめ委員の皆さんご苦労様でした 

さて来週の 25日は真岡RCがRIに加盟した承認記

念日となります。クラブ現況報告書の最初のページに

も国際ロータリー認証状と創立日が載っております。 

クラブ室にありますのでご覧になってください。 

私は第59代の会長ですが、初代竹村長左衛門会長、

岩崎純三幹事、岡部完介副会長、またいつの日か豊田

会員が越えるであろうと思われる、塚田常吉さんとい

う名前が初代の欄に書かれております。私が知ってい

るのは岩崎純三さんだけで、それ以外の方は会った事

も見た事もございません。真岡商工会議所の会頭室に

は初代から歴代の会頭の写真が飾られていますが、そ

こで拝見しただけです。また真岡 RCの会員から歴代

会頭を輩出しているというのも素晴らしいことであ

り、また誇らしいことでもあります。 

私が高校を卒業した年である昭和 48 年の真岡 RC

の会長は日下田実さんでした。昭和 48 年は岡部、杉

村両 PP が入会された年でもあります。歴史を感じま

す。真岡 RC が加盟承認されたのが 1959 年。振り返

ってみますと重厚感のある歴史を持った素晴らしい

クラブにいるのだということを改めて思います。 

その積み重ねた歴史の事業で色々な建造物、記念植

樹等々あるかと思いますが、先日栁田社会奉仕委員長

より提案があり、今までの事業で造られたもの、贈っ

たもの等を先輩会員が記憶している間に検証してい

きましょうという提案がなされ、理事会で承認されま

した。承認記念日の前に素晴らしい決定が出来たと思

っています。この検証は久保年度までかかると思いま

すが実行していきたいと思います。私の年度ももう少

しです。ガバナー月信を見ますと、会員増強は、今も

真岡 RCがトップを走っていますので、増強ともども

よろしくお願いし、会長挨拶とさせていただきます。 

 委員会報告 

社会奉仕委員会        栁田 尚宏 君 

先ほど会長からもお話があった社会奉仕活動記念事業

の検証について、昨日岡本 PP にご配慮いただき記念事

業の建造物等を調査してまいりました。5周年、10周年、
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15 周年の記念樹は記念事業の

実施有無を含め確認が出来ませ

んでした。20周年は市民広場噴

水で、市民会館が東日本大震災

の影響で崩壊したことに加え老

朽化もあり撤去されていました。

25 周年は市民会館玄関前にブロンズ像が建っておりま

す。30周年は芳賀高名の石造を設置。また史跡案内板が

ありましたがこれは老朽化により撤去。二宮町、芳賀町、

市貝町に 29 インチのテレビを贈呈したがブラウン管テ

レビのため廃棄済み。35周年はモニュメント、石碑を建

造、また、真岡商工会議所に置時計贈呈。40周年は科学

教育センターの南側にパラボラアンテナ設置。45周年は

記念事業未実施。50周年は真岡市、二宮町、芳賀町、市

貝町の小中学校に図書券贈呈、真岡商工会議所入口に液

晶テレビ贈呈。55周年は記念事業未実施。そして来年の

60周年は久保年度となります。今までの事業を見直して

どのような事業が最適か良く検討していただきたいと思

います。 

 新入会員卓話 

 ～ 私の生い立ち ～  日下田 喜義  君 

貴重な時間を頂き感謝申し上

げます。どんなことを話したらい

いかと聞きましたら、仕事よりこ

れまでの生い立ちがいいとお聞

きしましたので、私の生い立ちを

まとめてみましたので、お話をさ

せて頂きます。 

生まれは、大内東部の国道 121 号線と芳賀広域農道グリ

ーンコリドールの交差する真岡市では一カ所しかない六差

路の所です。 

幼稚園に行かず、田圃でモグラの穴掘りと蟻の行列の追

尾専門でした。 

 小学生の頃は、祖母が教育係で、勉強が好きで、あまり表

に出ずに黙々と本を読んでいたようです。学校帰りに、暑い

時は、皆で水門辺りで水浴びをしていましたが、私だけは水

に入らず見ていました。よっていまだに泳げないのです。 

中学校に行っても、協調性がなかったのか部活の思い出

はありません。中学に入ってすぐに、吹奏楽部に入部しトロ

ンボーンを担当しましたが、ドレミをやっているうちに限

界を感じ、半年間で退部しました。その時退部者は二人いま

したが、もう一人は後にサッカークラブに入って、大内中の

黄金時代を築き、今でもシニアチームで頑張っています。 

その後、私は英語クラブに入って、ジャックと豆の木を中

心にやっていました。しかし特に英語が好きになったと言

うこともありませんでした。 

今、自分がどんな風に勉強したか、思い出せませんが、中

間、期末試験は、50 番までの成績が廊下に貼り出されまし

たが、常にいい位置にいました。 

その後、大内中学校からは二人でしたが、真岡高校の一組

に入学しました。健全に部活で汗臭く青春を謳歌すればよ

かったのに、選んだのが、なにか都会を感じる深夜活動であ

りました。授業が終わると、好文堂に寄って家に帰り、早く

寝て、12 時頃に起きて、深夜放送を聞くのが日課になって

いました。オールナイトニッポンやセイヤングもありまし

たが、私は野沢那智と白石冬美のナチ・チャコのパックイン

ミュージックを専門としていました。二人の都会的な話し

方と金瓶梅を聞くのが楽しみとなり、一生懸命投書もして、

読まれるとクラスで自慢げに発表していました。そこで海

外のロックやポップスに親しみ、暮田商会で LPや本を買っ

て歌っていました。日本のフォークソングに触れるのは、ず

っとそのあとでした。 

二年生になると 2 組に落ち、それでもますます深夜放送

とローリングストーンズは好きになりました。 

三年生になってからは、少し危機感を持って勉強しまし

た。当時、真岡高校は、宇都宮大学に 20人位入学していま

した。なんとか宇都宮大学に入学できました。そのうち工学

部は三人でした。 

入ってすぐに授業費値上げ反対闘争を経験しました。夏

休みを挟んで数か月間は、授業の妨害や椅子・机が無いため

に授業の中止や変更が多かったことを思い出します。私は、

ノンポリでしたので、それほど関心もなく、その間普通車の

免許を取ることにしました。 

当時は、自宅から飯貝中島まで自転車で行き、東野バスで

通っていました。ある日、バスの時間に間に合わなくなり、

回りを見たらバイク DT250があり、そのバイクを拝借し大

学に行きました。ところが、家に帰るとき、京泉地区でやっ

ていた検問で、無免許で捕まってしまいました。これが初め

ての違反、犯罪です。宇都宮の裁判所にも出頭しました。 

二年生になり、工学部敷地内の 72名定員の雷鳴寮という

学生寮に入りました。「自宅から近いのに、何故入ったのか」

とか「良く入れた」と言われていました。 

10 月末の寮祭の時にアカフン祭りがあり、前夜祭として

御輿を作って赤ふんどし一丁で工学部から 123 号線を通っ

て、JR宇都宮駅西の宮の橋から東武宇都宮駅方面に行って

オリオン通りを下って寮まで戻っていくコースでした。若

いと言っても 60人ぐらいでこの 12kmコースを完走するの

は疲れました。外は寒いため気合いを入れるのに一升瓶の

回し飲みで暖まっていました。私は、飲める方ではありませ

んでしたが、初めての赤ふんが恥ずかしく、御輿を担ぎなが

ら一升瓶から飲んでいました。大通りでは十字路ごとに、輿

を勢い良く回しましたが、終盤になると私は、輿を回すので

はなく、輿に摑まって振り回されていました。オリオン通り

に行くまでに嘔吐し、オリオン通りでダウンし、救護車で寮

に送られました。その時が初めての二日酔いで、三日酔い以

上に残り、天井が回ると言うことを初めて実感しました。 

昭和 51 年 3 月には卒業予定でしたが、昭和 48 年の第一

次オイルショックと昭和54年の第二次オイルショックの間

で、就職難の時代でした。今までは、教授の顔で容易に上場

企業に就職できましたが、私のクラスの 40名は、10人近く

が大学院、10 人が上場企業、10 人が中堅企業、10 人が留

年、県職員、先生、自営の道に分かれました。私は留年を避

けて卒業をし、研究室に残る専攻生となりました。しかし一

年過ぎても就職の厳しさは変りませんでした。 

 その後地場企業を中心に就活をしたところ、大学に栃木

精工の案内があり、部品ではなく製品を作っているところ

にも惹かれ訪問したところ、工学部一期生の大先輩がいて、

一緒に頑張ろうと誘われお世話になることになりました。 

私は開発課に所属しました。当時は、注射針と注射筒が中

心でしたが、製品群を増やしていくための部署でした。 

 昭和54年に栃木精工労働組合の執行委員に選出されまし

た。二年間執行委員を務めた後、三年目の昭和 56年に書記

長に昇進してしまい、会社の役職よりスピード出世でした。 

 急激な円高の影響などもありましたが、会社の経営状況

も落ち着いてきた頃に、十分、会社の発展にも貢献したし、

地元の真岡でも貢献しなければならないと思い、大内東小

学校の PTA会長を引き受けました。 

 仕事も順調に顧客と売上を伸ばし、仕事のやりがいも大

きかった中でしたが、次に地域に何を協力出来るかと考え、

みなさんの強い要望も受け、地域公民館長に就任しました。

当時、真岡市の 108 の公民館長の中でも一番若い方であっ

たと思います。 



最初の１年目は、仕事が一番大切だと、一泊の研修や市全

体の行事には出席しませんでした。しかし、2年目にはいい

方に恵まれ、公民館長の集まりや行事が楽しくなり、全事業

に積極参加するようになりました。 

大内東部の 11 館の会長、大内の 21 館の会長を務め、真

岡市の連合会の 167 の会長になっても、楽しいと思いなが

ら務められました。ここで知り合った人たちは、みんな地域

のリーダーでしたので、今でも各種の活動をするとその

方々と会います。公民館長になったことが、真岡市全体をよ

く知るきっかけになったと思っています。 

この時の気持ちが今につながっていて、今後ともこのよ

うな気持ちで進んでいきたいと考えています。皆様方には

ご静聴頂き有り難うございます。 

～ 私と青年会議所（JC）～ 阿久津  亮  君 

本年度 1月に入会させていただ

きました阿久津亮と申します。ど

うぞよろしくおねがいします。仕

事は、長田で建設業を営んでおり

ます。 

この亮という字ですが、小学校

からまともに読まれたことがな

く、必ず、先生からは、「りょう」君と呼ばれていました。

生まれてこのかた、この字を「まこと」と読む人は 1人しか

会っておらず、その人は、栃木青年会議所の池添亮（いけぞ

えまこと）君だけです。 

余談ですが。実は真岡 RCでの卓話は 2回目で、2005年

青年会議所理事長の時にやらせていただきました。すごく

緊張したことを今でも忘れられません。 

本日は、私の人生のベースにある青年会議所活動につい

て、お話しさせていただきたいと思います。 

 私は、1966年（昭和 41年）9月生まれで、人口が少ない

丙午で、同級生も少なかったです。真岡 RCの OBである宇

南山さんの経営するひかり幼稚園を卒園し、自宅から徒歩 1

分の中村小学校長田分校に入学、4年生から本校と呼ばれて

いた中村小学校に歩いて 1時間かけて通っていました。6年

生の時、長田小学校が完成し、1年間だけ通い卒業しました。

その後、中村中学校に入学し、優秀な成績（笑）で卒業、最

近、工業高校卒の方の卓話多かったですが、私は、真岡高校

です。 

真岡高校に入学、なんとか卒業して、仙台の大学に入学。

丁度、バブルが始まるころで青春を謳歌しておりました。就

活も、空前の売り手市場と言われた時期で、道路工事日本最

大手の日本鋪道に就職できました。2か月間、熊本県の九州

縦貫道の山の中の現場で、新入社員研修を受け、その後、千

葉県の成田出張所に配属になり、そこで運命的な出会いが

ありました。空港で働いていた今の妻と出会いです。 

その後、1年で栃木の日光出張所に転勤となり、それを契

機に結婚しました。約 7 年、日本鋪道にお世話になり、29

歳の時、実家に戻り仕事を始めました。11 年間地元にいな

かったので知り合いもなく、旅行や飲み会は業界の人との

付き合いしかありませんでした。 

 帰ってきて間もなく、会社に浅香工務店の浅香社長と水

澤土建の水澤社長が訪れ、青年会議所入会を誘われ、青年会

議所のせの字も知らぬまま入会しました。 

理事会承認後、何も知らずに、誰も知らずに初めて仮会員

として参加した例会は、ネクタイ着用など誰も教えてくれ

ず、普段着で行ってしまい浮いた状態になりました。また、

例会内容がグル－プディスカッションで、当時は、人見知り

で、人前で話すのが苦手だった私には苦痛で JC入ったこと

自体失敗したなと思いました。 

体質的に嫌で、例会に参加しなくなり、迷っていたところ

に同業者の河原さん・鶴見さん・野沢さんが声をかけて誘っ

てくれて、なんとか例会にも出席し、やっとバッチと入会認

証をいただきました。 

何回目かの例会時に 3 分間スピ－チがいきなり当たって

しまい、今日のように自己紹介を始めたのですが、2分ぐら

いで終わってしまい、あと 1 分は黙ったまま立っている状

態でした。もう汗が止まらず、泣きたい状態でした。その後、

3分間スピ－チがトラウマとなって、例会・委員会に参加せ

ず、JC流に言うとスリ－プ会員になってしまいました。 

スリ－ピング状態で半年ほどいましたが、急に私の恩人

でもある次年度理事長久保明久先輩から電話があり、突然

「来年、栃木ブロックの研修委員会に出向してくれないか」

といわれ、何もわからない私は、丁重にお断りしたのですが、

しつこく何度も電話してくるので、優柔不断な私は押し切

られ「はい」と返事してしまいました。あとで知ったのです

が、その委員会は、関東地区協議会が行っていた GTS（グ

ローバル・トレーニング・スクール）担当で、また失敗した

なと思いました。 

そして、9月頃、栃木ブロックの新人研修があり、そこに

講師としてきたのが、伝説の先輩リンタツさんこと林達夫

先輩でした。リンタツさんの講演は、いきなりはっぴをきて

浪花節をテ－マ曲に入場するという、度肝を抜くものでし

た。テーマは「人生は義理と人情、浪花節」という内容で、

青年会議所とは地域の 40才までの若手経済人が集まり奉仕

活動をする奉仕団体です。よく大事な物とは「人、物、金」

という話を聞きますが、リンタツ先輩は人こそ真の財産。人

と知り合い、付き合う事で自分の人生を豊かにする事が出

来るとおっしゃっていました。 

また、私たちの JC運動は、LD自己研鑽と CD地域開発

という二つの柱などではなく、40 歳前は自分づくり、指導

力を身につけ前座でがんばる“私づくり”期間であるという

リンタツ流を教えられました。目からウロコです。JCこそ、

人との出会い、自分つくりに適していると思い、一生懸命や

ってみようかと思いました。そして、心を入れ替えて 11年

間突っ走ってきました。それにより、ここにおられる諸先輩

をはじめ、多くの人と出会い、勉強させていただきました。 

 それと、義理と人情も欠いてはいけません。JCで教わ

ったことは、何かをお願いされた時は、自分もお願いする時

が来るかもしれないので、返事は「はい、よろこんで」しか

ないということです。これがくせになり、何事もお願いされ

ると「はい。よろこんで」と返事をしてしまい、長田小学校・

中村中学校・宇都宮北高・真岡高校の PTA 会長を計 10 年

やらせていただきました。ちなみに、娘も息子も、卒業式の

挨拶は、私の挨拶しか聞いていません。 

最後に、私の好きなフレ－ズで JCI クリードの一文を紹

介させていただきます。 

That service to humanity is the bestwork of life 

「人類への奉仕が人生最善の仕事である。」 

 スマイルボックス報告  大 堀  文 雄  君 

金子 正男君 先日第 4 グルー

プ、真岡クラブの

W ゴルフ大会に

参加して頂きご苦

労様でした。内部

卓話の日下田、阿

久津両会員の卓話

よろしくお願い致します。森田会員打ち上げ

では大変うるさくてすみませんでした。 



石塚 龍夫君 新入会員卓話日下田さん、阿久津さん本日は

宜しくお願い致します。楽しみに拝聴させて

戴きます。 

久保 康夫君 先日の第 4 グループ合同ゴルフコンペ真岡

RC優勝おめでとうございました。表彰式最

高に楽しかったです。縁のお肉も最高におい

しかったです。日下田さん、阿久津さん RC

の関所卓話ご苦労様です。 

岡本 俊夫君 4/15 ゴルフ参加の皆様御苦労様でした。私

達、三澤君、渡邉君夫妻、頼近夫妻、見目夫

人、しもつけ RC公文さんとレナ君、高根沢

RC 一年交換学生リリー君を連れて早春の

会津を楽しんで来ました。感激されておりま

した。日下田さん、阿久津さん卓話拝聴致し

ます。 

杉田貞一郎君 日下田さん、阿久津さん卓話ご苦労さまです。

申し訳ございませんが所用のため早退しま

す。 

野澤  巧君 内部卓話（日下田さん、阿久津さん）御苦労

様です！先日レジェンドな方と木の芽とり

に行って参りました。たくさんとれました！

報告終わります。大変楽しかったです！！ 

廣田  茂君 皆様名前を聞いた事がある方が多いと思い

ますが真岡高校をサッカーの名門強豪校に

育てあげた谷中次夫先生。現在は白布蹴球団

代表幹事、国士舘大学の栃木県の同窓会長を

務めている谷中先生。私は先生の教え子です。

その先生に今週よりうちの店で働いてもら

っています。これでうちも上場企業になれそ

うです。 

三澤 幸光君 日下田喜義さん、阿久津亮さんお二人共、卓

話宜しくお願いします。先日岡本 PPには早

朝から夜中まで酒も飲まずに一日中お世話

になりありがとうございました。お疲れ様で

した。 

中川 宏行君 第 4 グループゴルフコンペご協力ありがと

うございました。成績発表：クラブ対抗 1位、

真岡クラブ内 1位田辺君でした。おめでとう

ございます。 

大瀧 和弘君 日下田さん、阿久津さん卓話ご苦労様です。 

大越 正和君 日下田喜義会員、阿久津亮会員卓話宜しくお

願いします。 

見目 良一君 気が付いたら二冊目のスマイル日記になっ

ておりました。大堀委員長におどされて、も

とい、乗せられて沢山書いていたようです。

又、先日は家内が福島にお誘いを頂きまして、

岡本 PP、三澤さん、頼近さんご夫妻、渡邉

先生ご夫妻色々と有難うございました。 

豊田 光弘君 日下田さん阿久津さん新入会員卓話大変ご

苦労様です。しっかりと拝聴させていただき

ます。 

柳澤 正弘君 日下田様、阿久津様本日は卓話よろしくお願

いいたします。とても楽しみです。 

平石 典嗣君 新緑の季節となりました。仕事もゴルフもや

り易いですね。 

馬場 照夫君 日下田会員、阿久津会員の内部卓話を拝聴し

ます。よろしくお願いいたします。 

田辺 義貴君 4/15 に開催された第 4 グループ合同ゴルフ

コンペでは、参加された皆様、お世話になり

ました。お疲れ様でした。また併催された真

岡 RC ゴルフコンペでは新ペリアルールの

もと何かの間違いで優勝させていただきあ

りがとうございました。次回はベスグロ優勝

目指してガンバります！中川委員長、大変お

世話になりました。ありがとうございました。 

日下田喜義君 今日は貴重な時間をありがとうございまし

た。今後さらに振り返って記録しておきたい

と思います。 

 スイマルボックス(4月 19日現在) 

 プログラム委員会  柳澤  正弘   君 

 出席委員会   太田  浩彰  君 

前回までのスマイル繰越金 2,248,000 

会員 47,000 

スマイル今期累計 2,295,000 

前回までの米山繰越金 52,290 

本日の米山 5,915 

米山今期累計 58,205 

合計金額 2,353,205 

本日の 

プログラム 

4/26 

   内部卓話

   職業紹介 

 

次回の 

プログラム 

5/ 3  

祝日休会 

5/10 

月初例会 

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 4月 5日 57 1 3 45 1 9 84.48 

本 日 4月 19日 57 7 - 38 0 12 78.95 

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 90.42 93.14 83.10    

※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。 


