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司　　会 SAA  　 石塚　龍夫
点　　鐘 会　長　　海老原　均
ロータリーソング 奉仕の理想
ゲスト

真岡青年会議所　理事長　大瀧武志　様
専務　日下田雅樹　様

来月入会予定者　平石典嗣　様
会長挨拶

会長　　海老原　均君

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 真岡西⇒ﾌｫｰｼｰｽﾞﾝ静風 益子⇒益子ｶﾝﾄﾘｰ 宇都宮西⇒東武ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝﾃﾞ 小山東⇒ｳﾞｨﾗ･ﾃﾞ･ﾏﾘｱｰｼﾞｭ

小山中央⇒思　水　荘 宇都宮東⇒ﾎﾃﾙﾆｭｰｲﾀﾔ しもつけ⇒石橋商工会館 宇都宮北⇒宇都宮ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙ

会長　　海老原　均 幹事　　田村　浩次 会報委員　（久保康夫、中川宏行、石川久雄、見目良一）
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家族に関する事や、自分の年金や還付金な
ど、お金に関する事だと冷静な判断が鈍って
しまう可能性が在ると言う事です。警察庁が
昨年1月から10月までの振り込め詐欺の被
害額をまとめた結果、293億9千万円だったそ
うです。振り込め詐欺は、ｵﾚｵﾚ詐欺、架空請
求詐欺、融資保証金詐欺、還付金詐欺の4ﾊﾟ
ﾀｰﾝを言うそうですが、先程のｲﾝﾊﾞﾝの被害
額と同様、過去最悪の被害額との事でした。
　私達ロータリアンは、国際奉仕、社会奉仕、
という価値ある目的に支出をする使命があり
ます。くれぐれも、犯罪者に寄付する事が無
いよう職場や家庭で協力し、不正送金や振り
込め詐欺に巻き込まれない様ご注意下さい。
　話は変わりまして、内部連絡になりますが、
22日（日）はﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会、3月1日は2550
地区第4ｸﾞﾙｰﾌﾟｺﾞﾙﾌｺﾝﾍﾟ、15日はIMと続きま
す。皆様のご協力宜しくお願い致します。
　最後に本日は外部卓話と言う事で、真岡青
年会議所４７代理事長、大瀧武志様をお迎え
しております。「真岡青年会議所活動につい
て」卓話よろしくお願い致します。

　皆さん、こんにちは。
・・・・・上記お客様紹介・・・・・
　今日はお金に関する私たち
の身近な犯罪についてお話を
したいと思います。皆さんは、
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄﾊﾞﾝｷﾝｸﾞをご利用で
しょうか？インバンとは､ｲﾝﾀｰ
ﾈｯﾄを介した金融機関との取引ｻｰﾋﾞｽのことです。このｲﾝ
ﾊﾞﾝでは利用者のIDやﾊﾟｽﾜｰﾄﾞを盗み預貯金を勝手に送
金する事件が多発しており､今月､警察庁が発表した2014
年の被害額は前年の2倍以上である29億1千万円を上
回ったそうです。この不正送金の被害額は過去最悪であ
り､個人に限らず､法人名義の口座と地方銀行で被害が
急増しているそうです。
　また連日､真岡警察署からのﾒｰﾙで注意を促されており
ますが、真岡市でも振り込め詐欺の被害が出ております｡
昨年､私の仕事先のお客様や娘の嫁ぎ先の親の所に振
り込め詐欺から電話があったと聞き身近に振り込め詐欺
犯罪を感じるようになりました。被害は高齢者に多いと聞
きますが､年齢に関係なく誰でも

宇都宮⇒東武ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝﾃﾞ

国際ロータリー第2550地区
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合　　　　計  0
米山今期累計  34,997

合 計 金 額  1,567,997

本日米山ﾎﾞｯｸｽ
その他

青少年育成委員会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　委員長　久保賢司　君
1.ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会
　　２月２２日（日）
　　総合体育館　8：00
2.ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ反省会
　　２月２８日（土）
　　けやき　　19：00

幹事報告
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幹事　田村浩次　君
　1.平石典嗣さんの入会が承認されました。
　2.米山奨学金の領収証をお配りしておきました。
　3.社会福祉法人から講演会（3/1）の案内が
　　来ております。
　4.来週２月２６日例会終了後、クラブ協議会を
　　開催いたします。

前回繰越

大越正和　君
太田浩彰　君

本日のｽﾏｲﾙﾎﾞｯｸｽ

前回繰越金
会　　　員
ビジター

本日のｽﾏｲﾙ合計
ｽﾏｲﾙ今期累計

ｽﾏｲﾙ報告
海老原会長
　本日一般社団法人真岡青年会議所47
代理事長大瀧武志様、変わり果てた専務
日下田雅樹様をお迎えしての例会となり
ます。卓話のほうも宜しくお願い致します。
又、来月より入会されます平石典嗣様、今
日は一日体験と言うことで御緩りとして下
さい。私事本日は軽～く二日酔いです。昨
夜飲んだ日本酒１合でこの有様です。弱く
なったと思う今日この頃です。

田村幹事
　大瀧真岡青年会議所理事長本日の卓
話楽しみにしていました。例年歴代理事長
の巧みな話術感服しています。又、今日
はｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ参加で平石新入会員ようこ
そいらっしゃいました。ﾘﾗｯｸｽして例会楽し
んでください。

篠原宣之君
　平石君入会おめでとうございます。昔ｺﾞ
ﾙﾌでお父さんにはお世話になりました。宜
しくお伝えください。

岡本俊夫AG
　真岡JC大瀧理事長、日下田専務の来訪
を歓迎申し上げます。JC活動の追及の為
頑張って下さい。因みに私のJC入会時の
推薦人は大瀧君の親父と飯田恒夫君でし
た。平石君ようこそ！３月が待ち遠しいで
すね。

広瀬紀夫君
　大瀧理事長、日下田専務１年間頑張っ
て下さい。本日ご苦労様です。平石さん今
日はｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝお疲れ様でした。３月か
らの入会お待ちしています。

久保康夫君
　真岡青年会議所理事長大瀧武志様卓
話ありがとうございます。今日は良い天気
ですね..........

三澤幸光君
　大瀧武志青年会議所理事長様卓話よろ
しくお願い致します。ｻﾎﾟｰﾄ役日下田雅樹
様ご苦労様です。

齊藤敏彦君
　大瀧様卓話ありがとうございます。平石
さんようこそ！

久保賢司君
　青年会議所理事長大瀧武志様専務日
下田雅樹様卓話ありがとうございます。柳
澤支店長、昨日は大変お世話になりまし
た。
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大瀧建設株式会社
事業内容
　　建築一式工事
　　鉄骨工事、改修（ﾘﾌｫｰﾑ）工事
沿革
　　昭和２１年　個人営業（創業）
　　昭和２５年　大瀧鉄工所と称し
　　　　　　　　 　建設業及び農機具製造
　　昭和５３年　大瀧建設（株）設立

201５年度スローガン
変わらないために変わる

1.総務広報委員会
　①例会の進行記録
　②ホームページの管理
　③定款、諸規定の見直し

2.会員拡大交流委員会
　①会員拡大
　②交流事業
　③卒業式

3.研修委員会
　①研修事業

4.地域の人間力向上委員会
　①地域の人たちが、他人任せ出なく
　　　責任感を持って行動できるように
　　　なる為の事業

5.地域の魅力発信委員会
　①若者がこの地域に魅力を感じ、この
　　　地域で働きたいと感じる事の出来る
　　　事業

6.こども未来創造委員会
　①第２９回芳賀教育美術展の運営
　②こどもの創造力・発想力を高める事業

　真岡ﾛｰﾀﾘｰクラブの皆様、本日はお招き戴きまして、誠
にありがとうございます。私は真岡青年会議所47代理事
長の大瀧武志と申します。理事長になりまして真岡RCで
の卓話が最大のﾌﾟﾚｯｼｬｰでございますが、この壁を乗り越
えれば１年間楽にやって行けると確信しております。何れ
に致しましても若輩者で御座いますゆえ、皆様に失礼な発
言をしてしまうかも知れませんが、広い心でお許しいただ
きたいと思います。
　真岡青年会議所は４０歳で卒業で御座いまして、最年長
が昭和５０年生まれ若い人は平成生まれの人もいます。
私は２００６年入会で翌年からずっと役員をやって来まし
た。２０１２年には篠原聡（宣之PP長男）が理事長の時付
き添い、理事長になると真岡RCで卓話をやらなければな
らない事を知りました。２０１３年には副理事長として日本
青年会議所に出向し副委員長として青年会議所のやるべ
き事、全国の皆さんの考えなど勉強してきました。そこで
理事長としてやっていく自信もつきました。
　真岡青年会議所の今年のスローガンは「変わらないた
めに変わる」ですが、これは後から話すとして今年やる事
は各委員会でご理解戴けると思います。総務は書いてあ
る通りでございます。問題はやはり会員拡大でございまし
て、現在６４名おりますが今年と来年で20名以上が卒業と
なります、会議所の活動は人の力が何事にも変えがたい
所で御座いますので今年も力を入れて頑張っていきたい
と考えております。研修委員会は今年設置いたしました、
最近は3年未満で卒業される方が多くなりましたので、青
年会議所の事業を深く理解するよう設置いたしました。地
域の人間力向上委員会は私もそうだったのですが、会議
所に入る前は自分だけよければ良いと言う考えを持って
ました。会議所に入って地域が良くなれば自分も会社も良
くなると言うことに気付き、会議所活動で地域の方々にも
知って頂こうと設置いたしました。地域の魅力発信委員会
は地域の創生、若い世代が地域に留まる様働く場所、魅
力ある企業が真岡市にもたくさんある事を若者に伝えてい

自己紹介　　　　昭和５１年生まれ
最終学歴　日本大学理工学部
　　　２００６年　       　JC入会
　　　2007～2008年 　副委員長
　　　2009～2010年 　委員長
　　　２０１１年　       　副理事長
　　　２０１２年　　       専務理事
　　　2013～2014年　 副理事長

大越正和君
　大瀧理事長、日下田専務いらっしゃいませ卓話宜しくお
願い致します。平石さんようこそ
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く事、世界に通じる仕事が真岡市でも出来る事を紹介してい
きます。子供未来創造委員会は芳賀教育美術展の運営で
すが今年で先輩方が残してくれたお金が無くなります、来年
継続するか検討中です。私達青年会議所は「明るい人が時
代を作る」をもっとうに活動してますが、子供たちが健全に
育って行く事が明るい未来、豊かな社会を築くと思っていま
す。また、学力以外の創造力、発想力を青年会議所の活動
で育てる。今年は世界遺産になった那須烏山の和紙に絵を
描いて、その紙で大きなテントを作る事業を行います。
　右の写真は私の子供です。この子が将来私の年齢になっ
た時、真岡市はどのようになっているのか考える事が増えま
した。先輩方が工業団地を誘致し今の真岡がありますが、
私たちも将来の真岡を芳賀地区を真剣に考える時が来てい
ると思います。青年会議所で培った考えをみんなで議論し考
えて行きたいと思ってます。皆様のご指導ご鞭撻、そして後
継者を青年会議所に入れて頂く事を御願い致しまして卓話
と致します。





9月出席率 10月出席率 11月出席率

89.33% 84.39% 80.48%
12月出席率 1月出席率 2月出席率 3月出席率 4月出席率 5月出席率 6月出席率

81.29

38 76.00%

本年度累計
出席率

2月26日　　　3月5日　　　3月12日　　15日　　　　26日

在籍53名

例会日 出席義務 事後ＭＵ 出席 欠席 出席率

2月5日

2月19日 50 -

83.08%

8月出席率

出席報告　　柳澤正弘君

80.52%

月間出席率

51 1 37 72.55%

出席免除　3名（資格者　1名　　有理由者　2名）

7月出席率

82.49%13 72.55%

12

外部卓話
炉辺会合報告

クラブ協議会 月初会 内部卓話

3月5日（木）
月初会

誕生日・結婚記念日祝い

2月26日（木）
炉辺会合報告

ｸﾗﾌﾞ協議会
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