
0.2

司　　会 SAA  　 石塚　龍夫
点　　鐘 会　長　　海老原　均
ロータリーソング 我らの生業
ゲスト

真岡市長　井田　隆一　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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　皆さん、こんにちは。
・・・・・上記お客様紹介・・・・・
　3月15日はＲＩ2550地区第4
グループＩＭお疲れ様でした。
当クラブがホストクラブを努
めたのは、8年前になります。
4年前は直前に起きました
東日本大震災の為中止と
なりました。8年前に実行担当して経験した会員は現存で
5分の1であり、その会員の当時の記憶や記録と、今回初
めての会員との試行錯誤のホスト運営となりましたがそ
んな事を物ともせず、見事真岡流、真岡らしさで無事に勤
め上げ、盛大に出来ました事、皆様のご協力に感謝致し
ます。ありがとうございました。
　さて、先週末は少し気分転換に那須まで足を伸ばしてき
ました。冬季は雪の為運行を停止していました那須ロー
プウェイが20日から営業を再開していましたので、早速
乗ってきました。茶臼岳・朝日岳は積雪があり、完全に雪
山の状態でガスもかかっていましたが、冬の名残りを楽し
む事が出来ました。真岡までの帰路

宇都宮⇒東武ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝﾃﾞ

は、晴天で梅が満開でしたので、冬から春を
一日で堪能した気持ちになりました。県内の
桜の開花も今週末あたりと聞いていますの
で、これから花見シーズンになりますが、春
は毎日の温度変化が激しく、体調管理が難し
い時期でもあります。皆様くれぐれも飲み過
ぎて体調を崩さないよう気お付けて下さい。
　本日は外部卓話と致しまして真岡市長の井
田隆一様をお迎えしております。昨年秋に市
制60周年を迎えられ、これからどのように真
岡市が発展して行くのか、私も一市民として
楽しみにしております。いろいろと課題も多い
と思いますが、今日は平成27年度予算案な
どについてお話を頂けると聞いております。
どうぞ宜しくお願い致します。

国際ロータリー第2550地区

2015.03.26Ｎｏ．2745
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　幹事報告
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　田村浩次 幹事

　　例会場を狭くしましたがいかがでしょうか？

岡本俊夫AG

  石田実行委員長始め、皆さんのご協力のおかげで8年ぶ
  りのI.M.が少なくとも楽しく、和やかに行う事が出来たと自
  負しております、ありがとうございました。

IM実行委員長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　石田順一君

  会員の皆様のご協力の下、盛会裏に行う事が出来ました。
  特に渡邉会員には、お疲れ様でした。

親睦委員会
　　　　　　　　　　　　　　　                        　豊田光弘君

  花見例会4月9日6：30より真岡観光リス村で行います。出
  欠の連絡を早めにお願い致します。
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 0
合　　　　計

前回繰越  40,930

木村慎太郎君
　　井田市長様卓話ありがとうございます。
久保康夫君
　　市長さんようこそ、卓話よろしくお願い致し
　　ます。お蔭様でｽﾏｲﾙたくさん入ります。来
　　年もぜひ、お願い致します。
三澤幸光君
　　15日に開催されたIMが大成功に終わり一
　　時を過ごさせて頂きました。岡本AGを初
　　め齊藤事務局長、金子事務局、石田実行
　　委員長、司会の石塚さん、大変ご苦労様
　　でした。4月4日より久保記念館にて、親子
　　将棋教室を開催する事となりました。井田
　　市長のお力添えに感謝申し上げます。
齊藤敏彦君
　　井田市長ようこそいらっしゃいました。
　　卓話ご苦労様です。
中川宏行君
　　真岡市長井田隆一様
　　本日は卓話ありがとうございます。
大瀧和弘君
　　井田市長、これからの夢ある真岡市を
　　大いに語ってください。
岡本佳男君
　　市長さん卓話ありがとうございます。3月15
　　日のIMに多数の出席戴きありがとうござ
　　いました。
見目良一君
　　井田市長様ようこそおいで下さいました。
　　卓話ありがとうございます。市役所に食堂
をお作りの際は是非ご一報下さいませ！

本日のｽﾏｲﾙﾎﾞｯｸｽ

 1,736,990 ｽﾏｲﾙ
大越正和君
片田泰宏君

会　　　員  64,000
ビジター  0

本日のｽﾏｲﾙ合計  64,000

前回繰越金

海老原均　会長
　　I.M.ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐事務局、実行委員長始め各担当になら
　　れた方、関係各位に感謝、素晴らしいI.M.でした、あり
　　がとう！
田村浩次　幹事
　　3月15日IMにあたり他クラブの皆さんより大変高い評
　　価を戴きました。真岡クラブのすべての皆様に感謝い
　　たします。今日は井田市長卓話ありがとうございます。
　　真岡の将来に向けてのお話興味深く拝聴いたします。
岡本俊夫　AG
　　3月15日のｲﾝﾀｰｼﾃｨｰﾐｰﾃｲﾝｸﾞでは石田委員長の活躍
　　の下会員の皆様本当にありがとうございました。斉藤
　　事務局長、金子事務局深謝申し上げます。本日は井
　　田市長さん私どもの為に時間を取って戴きありがとう
　　ございます。野沢事務局、旦那の昇進おめでとう。
岡部貞一郎君
　　井田市長様日頃はご苦労様で御座います。卓話を歓
　　迎して。
篠原泉君
　　井田真岡市長さんにはご多忙の中卓話においで戴き
　　ありがとうございます。
篠原宣之君
　　井田市長様年度末のご多忙の中卓話ありがとうござい
　　ます。新年度は第11次市勢発展計画のスタートの年
　　であり地方創生の為ご尽力下さい。
杉山欣君
　　井田市長さんご多忙の中、卓話ありがとうございます。
　　楽しみに待っていました。
金子剛士君
　　井田市長ようこそ起こし戴きました。先日のIMは会員
　　一致団結大成功素晴らしいIMでした。石田実行委員
　　長を始め実行委員会の皆様、岡本AG斉藤、金子事
　　務局大変お疲れ様でした。
福原一郎君
　　真岡市長井田様にはご多忙の中例会に起こし戴きあ
　　りがとうございます。所用があり貴重な卓話を拝聴で
　　きず申し訳ございません。
石田順一君
　　過日のIMでは、会員皆様に大変なご協力を戴きまして
　　つつがなく終了する事が出来ました事に感謝と御礼を
　　申し上げます。これをもちましてIM実行委員長を解か
　　せて戴きます。井田市長様、本日の卓話楽しみにし
　　ておりました拝聴させて頂きます。健康には十分留意
　　されましてご活躍下さい。

合 計 金 額  1,841,920

本日米山ﾎﾞｯｸｽ  0

 40,930

その他
 0

米山今期累計

ｽﾏｲﾙ今期累計  1,800,990



項　　目 (億)
市税 119.821
諸収入 31.239
繰入金 16.017
繰越金 4.000
その他 7.932
国庫支出金 38.988
地方交付税 26.000
市債 22.532
県支出金 17.761
地方消費税交付金 13.500
地方譲与税 4.050
その他 2.260
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27年度真岡市予算について
　　520億3,667万6千円

　　一般会計　　304億1,000万円
　　特別会計　　193億9,118万円
　　水道事業　　 22億3,548万円

自主
財源
58.9
％

依存
財源
41.1
％

自主財源　　　58.9％
依存財源　　　41.1％
財政力指数0.863　県内　3位/14市
　　　　　　　　　　　　（全国181/813）
過去には1を超えた時もある。（目指せ1.1）

基金　約90億円（一時3千万になった）

経常指数（固定費）83.5％
再投資（新事業）　16.5％
　　県内　6位/14市
　　全国　400/813市

人件費　11.3％　県内　1位/14市（低い）

第11次発展長期計画（27年度より5年間）
　少子高齢化社会への対応
　　緊急通報システム導入
    地域活動支援システムの導入
　防災対策
　　2900世帯65歳以上で47％独居老人
　　定点カメラの設置（市役所、二宮コミ
　　ニュティーセンター、宮地区）
　　防犯灯5800灯をLED化を予算化
　　小中学校の耐震化は本年度中完了
　目玉事業として子供医療費
　　500円負担から中3まで無料
　　3歳未満から小6まで病院窓口で支払なし
　　市への申請が要らなくなる。
　　中学生対象に学習支援
　　予防接種の日程アドバイス
　　子育て支援センター設置
　　2子育て支援センターは日曜日営業
　　　ｼﾙﾊﾞｰサロンを設置し交流できる。
　観光事業
　　SLキュウロク館
    久保記念文化交流館
　マイネームイズ真岡
　　真岡の素晴らしさを再認識して頂きたい。
　　真岡をこれからも愛し続けられる市にし
　　て行きたい。

豊田光弘君
　　井田市長様、年度末の大変お忙しい中卓話を戴き
　　ありがとうございます。
　　27年度予算について、拝聴させて頂きます。
久保賢司君
　　井田市長、卓話ありがとうございます。豊田さん、4月
　　から真岡信用組合本店、
　　本部長の昇進おめでとうございます。
栁田尚広君
　　3月12日に欠席してしまったので始めて外の空気吸っ
　　て来ました。真岡西RCでゆっくりとくつろぐ事が出来ま
　　した。今日は卓話との事で井田市長様ご苦労様です。
　　宜しくお願い致します。
渡邉佳寛君
　　井田市長本日は外部卓話誠にありがとうございます。
　　兄、共々弟の方も宜しくお願い致します。
大越正和君
　　3月15日IM大変ご苦労様でした。井田真岡市長様卓話
　　よろしくお願い致します。お蔭様で、スマイルたくさん
　　入りました。ありがとうございました。
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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

79.95 81.29 75.14

37

出席報告　　大越正和君

80.52%

月間出席率

50 1 40 72.55%

出席免除　2名（資格者　0名　　有理由者　2名）

7月出席率

82.49%

本年度累計
出席率

4月02日　　　4月09日　　　4月16日　　23日　　　　30日

在籍54名

例会日 出席義務 事後ＭＵ 出席 欠席 出席率

3月12日

3月26日 52 -

81.70%

8月出席率

71.15%

10 80.00%

15

内部卓話月初回
花見例会

夜間 内部卓話

4月2日（木）
月初会

誕生日・結婚記念日祝い

4月9日（木）
花見例会

リス村

外部卓話


