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 司 会  SAA 久 保 賢 司 君 

 点 鐘  会 長 金 子 正 男 君 

 ロータリーソング  我 等 の 生 業 

 会長挨拶  会 長 金 子 正 男 君 

皆さんこんにちは。4月

も最後の例会となりまし

た。今月のテーマは「母子

の健康」ですが、昨日、真

岡クラブの承認日も過ぎ

ました。今日は、私の年度

に入会された会員、そして若い会員のために、ロータ

リーソングについて触れてみたいと思います。ご存知

とは思いますが、通常例会では「ロータリーソング」

を歌い、月初例会には「君が代」も歌います。IMや夜

間家族例会には輪になって手をつなぎ「手と手つない

で」を歌います。石塚幹事曰く「なんか幼稚園に入っ

たみたいだな」と。小学校の運動会で、輪になってオ

クラホマミキサーを踊りました。気になる女の子と手

をつなげるとワクワクするのですが、次の次というと

ころでたいてい音楽が終わってしまいます。こう見え

ても、女の子の手を触れることも出来ない純朴な少年

だったのです。そのためか、私は、入会して間もない

頃、男性の手を握って歌うことに多少違和感を持った

のを覚えています。 

さて時は 1905 年。シカゴ RC が創立して 1 年も経

たない頃、例会中に一時的な静寂が訪れ、会話のざわ

めきで収拾が取れなくなった時にハリー・ラグルスと

いう会員が突然立ち上がり、「おいみんな歌おう！」と

言って、当時流行した歌を何曲か歌い、やがて大合唱

となったそうです。また、シカゴ RCが 2年目を迎え

ていた頃、会員同士のささいな意見の相違がだんだん

大きくなり、クラブが割れ、出席率が悪くなってきた

ときに、幹事だったウィル Rネッフが、歌を歌ったこ

とのあるラグルスに、「このままだとクラブが解散し

てしまうかもしれない。君の指揮で歌を歌ってくれな

いか」と頼み、それ以来ロータリーの伝統になったと

されております。 

日本では、童謡やクラブ独自の歌を歌っていたそう

ですが、1935 年京都で開催された地区大会で募集し

た作品の中から、今の「奉仕の理想」と「我等の生業」

が生まれたそうです。1952年、今度は大阪で開催され

た地区大会で「手と手つないで」と「それでこそロー

タリー」が発表されたそうです。また、国歌を歌うの

は、昭和初期の 8年、京都 RCに右翼の壮士一団が押

しかけた時、当時の石川会長は「ロータリークラブと

いうのは世界的な組織であって私たちは皆、良質な職

業人です。職業を通じて、世のため、人のために動い

ているのであって、決して国の利益に反することでは

ありません」と訴えたのですが、納得してもらえなか

ったそうです。その後、「証を立てろ」と言われたこと

から、「君が代」を歌い「日の丸」を掲揚することで納

得してもらったとされております。それは私たちの大

先輩が戦時中一時は脱会しますが、ロータリーを守り

抜いた証とされております。ロータリーソングは自由

ということで音楽に精通している菱沼会員とかに「作

詞作曲を是非ともチャレンジしてみては」と、問いか

けつつ会長挨拶とさせていただきます。 

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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 幹事報告          石塚 龍夫  君 

幹事報告に入らせてい

ただきます。5月 23日夫

人旅行迫ってまいりまし

た。次ですが、お手元にに

っぽん丸の写真をお配り

してあります。実は、渡邊

ホストファミリーがこの船に乗って、レナを沖縄離島

めぐりに連れて行ってくれました。渡邊先生のお嬢様

がこの会社に勤めている関係もございまして、皆さま

に、ということでございます。地区から、岩舟 RCの

所属変更についてという通知が来ております。もとも

とは佐野地区で第 9地区に所属しておりました。その

後、岩舟が栃木市と合併したことにより、栃木市の第

6 グループに所属することになったものです。以上で

ございます。 

 職業 PR 

 ハヤテ工業株式会社  小林 勇一郎 君 

こんにちは。職業 PR

と言う事ですのでハヤ

テ工業の仕事の紹介を

させて頂きます。ハヤテ

工業は工業とついてい

るもののあまり工業ら

しいことはしておりません。事業を始めた先代の社長

が、排水処理施設の設計施工から管理分析までやろう

として工業としたようです。しかし、現在行なってい

る仕事は分析がメインとなっております。 

会社としては、計量証明事業、作業環境測定機関、

建築物飲料水水質検査業、浄化槽保守点検業者、毒物

劇物一般販売業等の登録を受けております。計量証明

事業とは、物象の状態の量を法定計量単位により計り、

公又は業務上他人にその結果が真実である旨を数値

を伴って表明する仕事です。例えば、ある工場から依

頼を受けて、その工場の排水や排気ガスに含まれる物

質の濃度を計量し、その結果を計量証明書として依頼

元の工場へ交付する事業が計量証明事業になります。 

工場は、規模や内容によりますが、公害を予防する観

点から、水質汚濁防止法、大気汚染防止法、土壌汚染

対策法、騒音規制法、振動規制法等、色々な法律で規

制されており、それぞれに規制値が設定されています。

工場排水やボイラーなどの煤煙がその規制値を超え

ていないかを知るための分析をしております。 

分析としては、それ以外にも飲料水の分析、廃棄物

の有害成分の分析、肥料や堆肥の成分分析、田畑の土

壌の成分分析、埋立に使う土壌(残土)の有害成分分析、

原発事故で拡散した放射性セシウムの放射能分析等

やっております。 

作業環境測定機関とは、労働安全衛生法と相まって、

適正な作業環境を確保し、もって職場における労働者

の健康を保持することを目的としています。 

作業環境中に有害な因子が存在する場合には、除去

するか、低減させる必要があります。しかし、労働者

のばく露を十分な程度まで低減させることができな

い場合には、保護具や保護衣等のばく露防止の手段を

利用することで労働者の健康障害を未然に防止する

ことが必要となります。 

作業環境中に存在することがある有害な因子とし

ては、有機溶剤・鉛・特定化学物質等の有害な化学物

質、じん肺の原因となる粉じん等の有害な物質のほか、

騒音、振動、高温・低温、高湿度等の物理的因子等も

あります。 

会社として作業環境の管理を進めるためには、作業

環境中にこれらの有害な因子がどの程度存在し、その

作業環境で働く労働者がこれらの有害な因子にどの

程度さらされているのかを把握しなければなりませ

ん。この把握をするために作業環境測定が必要となり

ます。弊社では、有機溶剤・鉛・特定化学物質・粉じ

ん・騒音・照度等の測定を行っております。 

保守点検業務として浄化槽の保守点検、工場等で使わ

れている pH計等の測定機器の校正作業なども承って

おります。また、配管内の汚れを除去するための化学

洗浄も行っております。 

毒物劇物一般販売業として、工場で使用する硫酸や

塩酸、苛性ソーダ、次亜塩素酸ソーダなどの薬品の手

配も行っています。少量からローリーまで受け付けて

おります。 

水質、大気、土壌等の分析、職場の作業環境測定、

工業用薬品等でお困りの時には、是非、お声をかけて

下さい。 

 レストラン栃の葉  見目  良一  君 

皆さんこんにちは。有

限会社レストラン栃の葉

の見目です。私の会社が

何をやっているのかとい

うと、10秒かからずに終

わってしまいます。非常

に簡単です。食堂です。そこで、成り行きを少しお話

したいと思います。戦前から祖祖母のナツというもの

が始めたのが始まりです。地元の食堂をやっておりま

した。田村さんのお母さんであるとか、幹事のお母さ

ん、小林さんのお母さんとかが買いに来てくださった

ようです。 



うちの会社が大きくなれたのは花王が来てくれた

おかげです。もともとは現場の方々のお弁当を配達し

ておりました。その後、花王の方々の寮が出来まして、

その食堂をお任せいただき、朝昼晩の食事を作ってお

りました。1978年工場が立ち上がり、「社員食堂もや

ってくれないか」というお話があり、来年 40 年を迎

えるところまで来ております。ずっと花王の中で商売

をやらせてもらっていますが、具体的には、食堂と寮、

そして研修後の懇親会でご利用いただく居酒屋もや

らせてもらっております。その他として、芳賀青年の

家の食堂もやらせてもらっております。社員食堂立ち

上げる際には、一言お声がけいただきたいと思います。 

 市貝歯科医院  頼 近  龍  君 

皆さんこんにちは。歯

科医師の頼近です。最近

は歯と炎症の話がよく

出てきます。炎症を起こ

すと結果として血管を

悪くします。歯の病気

は、歯周病と虫歯ですが、最近は糖尿病との関連性も

指摘されています。糖尿病が悪化すると歯周病が悪化

する、歯周病が悪化すると糖尿病になりやすいという

ことです。特に炎症が体の中全てを悪くすると言われ

ております。炎症とは、歯を磨くと血が出てくる、ど

こか腫れてる、赤くなっているということです。歯周

病が治るということはない。現状維持ということです。

以上です。 

私みたいな変人が「なんで芳賀郡まできたのか」と、

よく言われます。昭和40年代に大学に入学しました。

その当時は歯科医師が流行っておりました。医学部に

入りたかったが、先輩から手紙が届き、日本では歯科

医業界がすごく良い状態であるとのこと。給料は毎月

百万円位もらえるんじゃないかと、書かれていました。

そのまま歯科大に入った次第です。大学教授は日本の

大学を卒業した方がほとんどでした。そのためか、「卒

業したら日本へ行きなさい」と言われました。クラス

80名中、10数名が日本に来ました。その他 10数名は

アメリカかカナダへ行きました。当時の台湾は、戒厳

令が出されておりました。日本円で 30 万円位持って

いたのですが、空港で結構うるさく言われました。昭

和 54年位ですか、横須賀の大学に入学しました。 

昭和 55年 10月で、日本に来て 10か月がたった時、

運がよく国家試験に受かって自分のポケットには2万

円しかなかったです。もし受からなければ、ここにい

なかったと思います。運がよかったというところです。

大学の先生も良く面倒見てくれて、すぐにアルバイト

を始めました。その後就職し 2、3 か所まわったとこ

ろで、院長先生の奥様からの紹介で、今の家内に知り

合いました。その時の従業員の一人が那須町出身でし

た。当時の那須町には、まだ歯科医院が少ないから、

行ってくれないかということで、提示された月給が百

万円でした。「じゃあ行こか！」と家内と二人で、初め

て那須町に来た訳です。まさか、栃木に来るとは思っ

ていなかったです。そこで 1年半お手伝いし、その後

どこで開業するかと考え、歯科の材料屋さんから何か

所かご紹介を受けました。なんで市貝町に来たかとい

うと、当時の材料屋の担当者が市貝町の出身でした。

「市貝にも歯医者がいないからどうですか」と言われ

ました。 

これまでもいろいろな人の紹介で開業出来て、あっ

という間に 35 年近く過ぎました。環境が人を左右す

るという力があると思っています。一人のおばさんが

公立の病院に努めていまして、薬局にいたのですが、

遊びに行っているうちに医療関係に引き寄せられた

という感じです。もう一つは日本語の影響です。うち

の親もずっと日本語を話していました。演歌ばかり流

していました。もう一つは潜在意識です。先輩からの

手紙があって、その後提示された金額がぴったりだっ

た訳です。自分が絶対成功するという意識、人を大切

にするという意識が良かったのではないかと思って

います。これからもよろしくお願いします。 

 株式会社 柳田運輸  栁田  尚宏  君 

改めましてこんにち

は。株式会社柳田運輸と

いう運送業を営んでおり

ます。一般貨物の看板を

背負っておりますが、現

実は東上ガスというガス

会社のガスを一般家庭から事業所まで運んでおりま

す。森田君にも無理言ってガスを運んでおります。森

田君が儲かれば、うちも成長できるのかなと思ってお

ります(笑)。泉食品さんにも一日おきに数トン運んで

おります。もともとは先代が始めた事業ですが、法人

化してきたものです。設備業もやっておりまして、大

抵のことはやっております。 

5 年前に同級生の横松君に「真岡市議の補欠選挙が

あるんだけど、どしたいお前！」という声をかけられ

ました。それまでも「やってみたい」という気持ちは

ありました。そこで横松君から声をかけられ、出馬を

決めた訳です。周りからは「本選まで待てよ」とか言

われましたが、その時自分は 48 歳。一つの節目かな

と思いました。年回りでいえば 4回目な訳です。2 年

待って 50 歳で出るよりは 40 代で出たいという思い

が強く、出させていただきました。今現在 2期目です



が、これからも議員として、運送業として頑張ってい

きたいと思っております。 

ここには、大瀧先輩も、日下田先輩もおります。議

員としては私の方が先輩かもしれませんが、ロータリ

ーの仲間には 3 名の市議会議員がいるということで、

なかなか選択肢が大変なのかなと思いますが、また、

この 3人がロータリーの輪の中に入っていたいと思っ

ております。本日はありがとうございました。 

 スマイルボックス報告  平石 典嗣 君 

金子 正男君 昨 日 は

広 瀬

PP、幹

事、大越

委 員 長

と小金、

広 澤 両

君のオリエンテーションご苦労様で

した。田辺静風支配人のカンバック

と合わせて 3 名増で、まだあると思

いますので広瀬 PP よろしくお願い

します。夕べは岡本 PP、野澤ノミニ

ーと飲み、頭が痛いです。安田先生、

新病院も日に日に出来上がっていき

ますね。渡辺先生お土産ありがとう

ございます。 

石塚 龍夫君 職業 PR3 分間スピーチの皆様、よろ

しくお願いいたします。渡辺先生、日

本クルーズありがとうございました。

レナは本当に幸せ者です。 

久保 康夫君 次年度現況報告書も小林幹事のもと

協栄社にご指導いただきながら進ん

でおります。各委員長様の原稿のス

ムーズな提出をよろしくお願いいた

します。 

見目 良一君 いよいよ GW が近づいてまいりまし

た。羽目を外しすぎないよう気をつ

けたいと思います。 

久保 賢司君 この春より一人暮らしを始めた娘が

明日から連休に帰省します。寂しい

思いをしていたのは娘ではなく私と

家内の方でした。娘の帰省中は夜の

お誘いご遠慮願います。 

渡邊 佳寛君 先週はレナを連れて沖縄へ行ってま

いりました。那覇まで飛行機で、那覇

から久米島、与那国島は客船にっぽ

ん丸でのクルーズでした。3泊 4日の

旅はほぼ天候に恵まれ、沖縄の海の

美しさを堪能してまいりました。 

 スイマルボックス(4月 26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 2,295,000 

会員 15,000 

スマイル今期累計 2,310,000 

前回までの米山繰越金 58,205 

合計金額 2,368,205 

本日の 

プログラム 

 

5/10 

月初例会 

次回の 

プログラム 

5/17 

外部卓話 

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 4月 12日 57 0 1 50 1 7 87.93 

本 日 4月 26日 57 5 - 45 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 90.94 88.25 87.77 91.23 90.42 93.14 83.10    

※例会欠席は前日 15:00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。 


