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§ ロータリーソング「四つのテスト」 

 

   みなさん こんにちは。 

本日は、新入会員卓話として、八重樫会員にお願いしております。どうぞよろしくお願いいた

します。 

ＲＣ月間とは別になりますが、今月 10月は、皆様もご存知かと思いますが、ピンクリボン月

間です。この月間の目的は、乳がんについての正しい知識を広め、検診やセルフチェック等、乳

がんの早期発見、早期治療の大切さを伝える世界規模のものです。この期間、世界各所でイベン

ト等が行われています。今や 2人に 1人がかかるがん、その中でも女性の 10人に 1 人がかかる

乳がん。日々のセルフチェックを習慣づけ、予防対策をお願いします。 

ここで少し乳がんの特徴をお話します。 

・乳がんは、女性がかかるがんで最も多いがんです。 

乳がんは乳房の中の小葉組織、乳管組織から発生します。乳がんは、他のがんとは異なり、働

き盛りの世代である 30 歳代後半から急増し 40歳代から 60 歳代前半でピークを迎えます。 

・乳がんは早期発見、早期治療でリンパ節や他の部位への転移がなければ 9割の確率で治りま

す。 

・乳がん患者の約半数が自分で異変に気付いています。 

自分で触ってわかる大きさとは、約 2センチと言われています。しかしセルフチェックを習慣

にすれば、1センチの大きさにも気付けるといわれています。 

乳がんになりやすい方の特徴 

・食生活の変化（高たんぱく、高脂肪の摂取増加)や女性の生活環境の変化などが原因とされ 

ています。 

・肥満、喫煙、過度のアルコール摂取はもちろんですが、出産経験の無い方、授乳経験の少な 

い方と言われています。 

一部ではありますが、以上のような特徴があります。乳がんに関しては女性ホルモンがとても

影響しているといわれています。早期発見、早期治療で 9割近くが治るがん、やはり若い年代か

ら検診を受けることが最も重要です。マンモグラフィーや超音波、今では画像が３Ｄで確認でき
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る検診機器もあるようです。これは男性も女性も覚えておいていただきたいのですが、アジア人

女性の傾向として多いのが高濃度乳房「別名：デンスブレスト」というものがあります。乳腺が

非常細かく、多い為マンモグラフィーで撮影すると画像が真っ白になってしまうというもので

す。その中に写るがんも白く写るため、高濃度であればあるほど見つけることが難しいと言われ

ています。 

女性会員の皆様、また男性会員におかれましても、奥様やパートナーの方に乳がん検診への受

診をぜひお声掛けをいただき、大切な体と命を守る事へのご理解をいただければと思います。 

私は職業柄、病気で大変な思いをしている方々とお話をすることが沢山あります。ホントにわ

ずかな情報ですが、お役に立てればと思います。 

 

 

◇ 今現在、ロータリーの友に関するアンケートが皆様に配信中ですが、ご回答がまだお済でな 

い方は、お早めにお願い致します。 

◇ 10月 25日に地区大会が開催されます。地区大会の参加は、古矢会長と幹事だけです。 

  地区大会開催の様子は、同じ時間に YouTubeで配信されます。 

また、当日 YouTubeをご覧になれない場合は、後日 DVDが会員に配布されますので、そちら 

でも内容をご確認頂けます。 

◇ 足利東ローターアクトクラブ結成 50周年記念植樹のご案内が届いております。 

  11月 3日に記念植樹が行われます。オンライン参加も可能です。 

  参加ご希望の方は、回覧の参加登録用紙に氏名と参加方法をご記入ください。 

◇ 例会を欠席する場合は、前週の土曜日までに欠席の連絡を出席委員長にお願い致します。 

 

 

   §古矢幸伸会長  皆さんこんにちは。本日、新入会員卓話、八重樫会員よろしくお願い致しま

す。また、先日、とても楽しい時間を過ごす機会がありました。ニコニコし

ます。 

   §八重樫孝子会員 初めての卓話です。本日はよろしくお願い致します。 

   §長 英明会員  先日 7日、長女が誕生しました！今後共どうぞよろしくお願い致します！ 

   §須賀正人会員  先月、誕生日ありがとうございました。ニコニコします。 

   多くの会員の皆様にご協力戴きありがとうございました。  今週の金額  12,000 円  
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幹事報告               樋口 富之 幹事 
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   新入会員卓話ということですが、中々人前でお話する機会などありません。大変緊張しております

が、よろしくお願いします。 

   私が前会員の加藤と交代をして、今年１月から陽北ロータリーの会員となりました。しかし、コロ

ナの影響で休会などもあり、会員の皆さんとお話する機会が少ないので、初めに自己紹介からお話致

します。 

●自己紹介 

私は鹿沼市で生まれ育ち小・中・高を卒業後、金融機関に就職しました。配属が本部でしたので、

報告書などを作成していた為、紙幣を数えたことがありません。新入研修で本物の新札を数えたこと

を覚えています。 

丁度そのころ、世の中はバブル期の真只中、新人の私たちにも臨時ボーナスが支給されたり、社内

預金の金利が年利率 6％と、今では考えられないことばかりでした。 

その後退職して、栃木県と足利銀行の出資で創った、当時で県内唯一のシンクタンクに 9 年間お

世話になりました。しかし、足利銀行に予期せぬ事態が生じ解散となって、現在の緑友を設立するこ

ととなりました。 

●不動産業について 

   緑友は不動産業ですが、現在、不動産業は全国に約 12万社以上もあります。全国のコンビニの店

舗数が約 6 万店舗と言われており、コンビニ店舗数の約 2 倍の数が不動産業を営業している状況と

なります。約 12 万社と言っても実態は 10 万社以上が家族など少人数で経営する零細企業となり、

「街の不動産屋」が社会に定着している現状が見てとれるところです。 

   先日の新聞記事によりますと、栃木県内の社長職の男女比で女性が 20％となりました。その中で

不動産業がトップを占めているということでした。これらのことから「街の小さな不動産屋の女性社

長」というのが現在の私ということになります。 

   一言で不動産業と言いましても、おもにアパートやマンションの賃貸管理を行っている不動産業

もあれば、土地や建物などを売買する不動産業とそれらを仲介する不動産業と言った様に業務内容

は異なります。 

   私共緑友は、土地や建物の売買を主に行っております。「街の小さな不動産屋」ではありますが、

開発行為を伴う土地売買のほか、不動産の有効活用や相続対策等のコンサルティング業務を事業の

柱と位置づけ、設立 15年目を迎えました。 

最近までは、宇都宮市内の中岡本地区や下栗地区などの市街化調整区域内で立地基準（都市計画法

第 34条 11号）に基づいて、専用住宅や店舗などの自己用開発を行っておりました。しかし、昨年 3

月 31日より宇都宮市における都市計画法第 34条 11号が廃止されたことにより、広くて安い敷地の

提供が難しくなり、ユーザーにとっても残念なことと感じております。 

廃止された変わりに、昨年 4 月からは国土交通省の掲げているネットワーク型コンパクトシティ

構想の中で、調整区域での地区計画事業という新たなものができました。この地区計画事業を簡単に

説明すると、選定された小学校から 300m 以内にある 5,000 平米(約 1,500 坪)以上の土地について、

地元自治会の同意と協力を得たうえで、住宅団地の開発を認めるという宇都宮市独自の制度であり

ます。 

弊社は、不動産コンサルティング業の立場から連携する不動産業者と共に取り組み、昨年 10月に

モデルケースとなる宇都宮市第一号の許可を得て、氷室町において、住宅団地を完成させました。こ

のことを踏まえて、今後も良好な住環境の中で、比較的価格も求めやすい条件で市民生活を営むこと

が出来るよう、事業を展開したいと考えております。 
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また、先だっての法改正により、相続を取り巻く環境が一段と複雑化しているところであります。

さらに超高齢化社会を迎えるなかで、ロータリーの職業奉仕の精神を踏まえて、相談業務を始め、よ

り良い解決策を見いだせるよう、業務を行いたいと考えております。 

コロナ禍で大変な時期ですが、他社との差別化を図り、人脈を大切にしながら、事業を継続してい

きたいと思っております。 

緑友についての職業紹介はこの辺にして、趣味について少しお話いたします。 

●趣味について 

私の趣味は、お花を生けたり、料理をしたりすることも好きですが、趣味として、1番長く続いて

いることはライブやミュージカルに行くことです。 

特にＢ'zが大好きで、ファン歴約 30年、近くは宇都宮市文化会館から遠くはロサンゼルスまでＢ'z

ライブを見に行きました。 

ロサンゼルスで有名人の手形といえば、チャイニーズシアターを思い浮かべる人がほとんどだと

思います。しかし、ハリウッドの中心にある GUITAR CENTERでも有名人の手形が見られます。GUITAR 

CENTER 入口にハリウッド・ロック・ウォーク殿堂入りしたミュージシャンの手形があるのです。音

楽界の発展に貢献したアーティストや音楽関係者をたたえる「ハリウッド・ロック・ウォーク」の殿

堂入りを果たすと、サイン入りプレートと手形が刻印されます。 

Ｂ'zは日本人初、アジア圏初として 2007年 11月 19日に殿堂入りしました。他に殿堂入りしてい

る有名人は、皆さんもご存知のエルヴィス・プレスリー、スピーディーワンダー、エアロスミス、ク

イーン、エリッククラプトン等です。それらの世界的アーティストと一緒にＢ'z の手形を見ること

が出来ます。私はＢ'z ファンとしてとても貴重な経験をしたと思っています。 

ライブの他、ミュージカルも好きで、国内では劇団四季のミュージカルをよく見に行っていまし

た。海外では、昨年、韓国ソウルにも見に行きました。歌もダンスも衣装もステキでとても感動しま

した。今年はコロナの影響で日本、韓国にも見に行けません。しかし、日本の韓国ミュージカルファ

ンから要望があり、8 月に韓国ミュージカルのライブ配信がありました。延べ 10,000 人余りの人が

視聴されたと聞いております。早くコロナが収束したら見に行きたいと思っております。 

そんなことから韓国の歌・ドラマなどに興味をもち、韓流スターに手紙を書きたくて、月 2回韓国

語レッスンに通っています。「学ぶことはいくつなっても遅くない。」と言われ通い始めましたが、学

んでは忘れ、学んでは忘れの繰り返しで、中々上達しないのが現状です。「継続は力なり」と思い、

共通の趣味を持つ友達と楽しくレッスンに通っています。 

韓国語は日本語と似通ったところもあって、主語、述語などの文章の配置が同じで、単語も日本語

と同じ音で同じ意味のものがたくさんあります。例えば、都市・家族・家具・真実・記憶・約束等で

す。皆さんも韓国ドラマを見る機会がありましたら注意して聞いてみてください。ちなみに、今、私

の 1番オススメ韓国ドラマは「愛の不時着」です。 

また、こんなことがありました。鹿児島県のとある場所でのことですが、おばあさんたちの会話が

方言で全然わからなかったのです。しかし、手をぶつけたとき「アッパ」と言ったので、驚きました。

韓国語で痛いは「アッパ」です。きっと以前から交流があったことが想像されます。こんなことから

韓国ともっと仲良く出来たら良いなと思っております。 

ほかに、私は中学高校とバスケットをやっていたこともあって、ブレックスの応援をしています。

地域貢献と思い、一時は少額のスポンサーもしていたこともあります。現在、座席数を 50%にして、

応援も声を出さない等、細心の注意を払いながらコロナ禍のもと、今月からシーズンが開幕しまし

た。現在、4戦 4勝です。初代王者として今年は優勝を奪還して欲しいと願っております。 
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   最後に、いろいろな趣味を通じて、たくさんの友達ができたことは私にとって貴重な財産だと思っ

ています。そして、ここでお話していることも、貴重な経験として、自らの糧とさせていただき、私

の話を終わりとさせていただきます。ご清聴、ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

日 付 プログラム 時 間 例会場 

11 月 3 日(火) 法定休日（文化の日）   

第 1178 回 

11 月 10 日(火) 

新入会員卓話 鈴木香欧里 会員 

鈴木光男税理士事務所 税理士 
12：30～13：30 ベルヴィ宇都宮 

第 1179 回 

11 月 17 日(火) 

招待卓話 中野謙作 様 

(一社)栃木県若年者支援機構  

代表理事 

12：30～13：30 ベルヴィ宇都宮 

第 1180 回 

11 月 24 日(火) 

招待卓話 日下 篤 様 

KusakaVineyards 代表 

(葡萄農園） 

12：30～13：30 ベルヴィ宇都宮 

 

   プログラム 

 

 

 

 

出席報告   上杉哲也 委員 

 

会員数   42名  前々回ＭＵ   0名 

出席数   28名   前々回訂正    0名 

欠席数    14名   前々回訂正率  

出席率  66.67％        73.81％ 

％ 

例会予定 

10 月 20 日(火) 振替休会（地区大会） 

第 1176 回 10 月 23～25 日 地区大会 

 

第 1177 回  10 月 27 日(火) 

会員卓話  山口友邦会員 


