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■司会 SAA 石塚 龍夫君

■点鐘          会長 海老原 均君

■ロータリーソング       四つのテスト

■ビジター    真岡西 RC 会長 谷中 洋子様

山口 久一郎様

七海 朱美様

■ゲスト            豊田 明美様

米山奨学生 トラン・ワン・ダット君

米山奨学生 チュアー・チー・シェン君

本日は、大変悲しく残念なお知らせがございます。

2015 年 5 月 12 日 真岡ロータリークラブ第 46 代会

長 杉山 欣様が、ご逝去されました。ここに故人の

御生前のご活躍とご功績を偲び黙祷を捧げます。

皆様御起立ください。

「黙祷」

■会長挨拶        会長 海老原 均君

皆様こんにちは。

5 月の連休も終わり、天高くおよぐ鯉のぼりも姿

を消し、かわりに山々は新緑の色が濃さを増してき

ました。八十八夜の別れ霜と言われるように、長か

った寒さともしばらく別れて、心

もなぜか晴れやかな感じを受ける

時期です。唱歌でも茶摘みや鯉の

ぼり、せいくらべ等が有り、子供

たちの心弾む歌声が聞こえてくる

ようです。

さて、今月は姉妹クラブ締結記

念日です。ちょうど 32 年前の今日

1983 年 5 月 14 日に調印式が行われました。その時

締結された姉妹クラブ締結書の内容については下

記の通りです。

姉妹クラブ締結書

国際ロータリークラブ第255地区真岡ロータリーク

ラブと同じく国際ロータリークラブ第346地区斗六

ロータリークラブとは双方同意の上ロータリー精

神に基づき総合理解と友情を促進し、更に国際平和

に寄与することを目的とし 3年間姉妹クラブ関係を

結び別紙の如く締結協議を定め相互同意の上、姉妹

クラブの関係を締結する。1983 年 5 月 14 日

国際ロータリークラブ第255地区真岡ロータリーク

ラブ 会長：田島章裕さん、幹事：入江竹司さん、

国際奉仕委員長：杉田英彦さん

国際ロータリークラブ第246地区斗六ロータリーク

ラブ 会長：王 傳王さん RICE、幹事：葉 世珍

さん OIL、国際奉仕委員長：劉 鴻銘さん

ホストクラブ 国際ロータリークラブ第255地区鹿

沼ロータリークラブ 国際奉仕委員長：井上 昭二

さん

国際ロータリークラブ第346地区虎尾ロータリーク

ラブ 李 進旗さん

以上、締結されて 32 年の長い歴史をたどり現在

ご冥福をお祈りいたします。
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に至っております。この後、篠原泉さんより、その

時の思い出等をお話しいただけると思います。宜し

くお願い致します。

終わりに平成 27 年 5 月 12 日 午後 6 時 37 分 74
歳で御永眠されました第46代会長 杉山欣さんのご

冥福をお祈りいたしましてご挨拶と致します。

■新入会員紹介         久保 康夫君

足利銀行真岡支店支店長、石井誠様。昭和 38 年 7
月 4 日生まれ 51 歳です。出身地は宇都宮市です。

皆様、宜しくお願い致します。

■新入会員挨拶          石井 誠君

 昭和 61 年に今泉支店に入社し、その後、日光、

仙台、古河、黒磯、小山、茂木、深谷、などをまわ

ってまいりました。これから皆様のお仲間に入れま

すように頑張りますので、宜しくお願い致します。

■米山奨学生 奨学金授与

5 月から二人の奨学生をお預かりすることとなりま

した。

右：トラン・ワン・ダット君

左：チュアー・チー・シェン君

マレーシア ペナン島出身。埼玉県に住んでおり足

利工業大学 3 年生です。2 年間お世話になります。

■5 月誕生日祝・結婚記念日祝

誕生日祝 会員  会員夫人

7 日 豊田 光弘君   5 日 川堀 典子様

26 日 海老原 均君  11 日 豊田 明美様

13 日 淡路  晃君   15 日 黒崎 恭子様

16 日 篠原 宣之君   27 日 木村 睦美様

結婚記念日

1 日 篠原  泉・恵子様

4 日 大瀧 守一・秀子様

7 日 中川 宏行・友美様

■幹事報告           田村 浩次君

1. 家族親睦旅行について

野沢事務局員福利厚生のための旅行参加費用につ

いて。今年度の予算見通しをしても、旅行の経費は

出せると思います。会員会費 35000 円

→承認

2. 真岡ロータリークラブ細則・第 6 条・第 2 節に

ついて

真岡ロータリー細則分の変更訂正について。広瀬前

年度会長より説明

→変更承認

3. 新入会員入会の件→承認

4. 会員退会届について

齊藤重一会員、高橋哲也会員より退会申し出の書面

がきています。理事会受理するか否や

→承認

5. 炉辺会合について

6. 2015～2016 年度ガバナー公式訪問について

7. ネパール大地震の地区募金について

→5 月 22 日までに真岡ロータリークラブより 10 万

送金、承認

8. 真岡夏祭りの件

→協賛会協力、承認

●例会変更のお知らせ

しもつけ RC：

6 月 17 日 特別例会となり夜

間例会となります。

真岡西 RC：

5 月 19 日 移動例会となりま

す。

■委員会報告

ガバナー補佐事務局 斉藤事務局長

 ガバナー月信の 6 ページに第 4 グループ IM 開催

報告が載っています。是非ご覧ください。

■委員会報告    親睦委員会 川堀 哲男君

今月 23、24 日新潟方面に家族旅行があります。

まだ連絡のない方がいますので、早めに宜しくお願

い致します。多くの方々のご参加をお待ちしており

ます。

■本日のスマイルボックス    大越 正和君

太田 浩彰君

真岡西 RC 杉山欣会員様の訃報に接し心より

ご冥福をお祈り申し上げます。岡本

ガバナー補佐、海老原会長初め、各

会員様に大変お世話になります。今

回初めてメークさせて頂きます。七

海朱美です。今後ともご指導ご鞭撻

を宜しくお願い申し上げます。

海老原 均君 欣ちゃん長い間ありがとう。そして

お疲れ様でした。ご冥福をお祈り致

します。真岡西ロータリー会長 谷

中様、山口様、七海様ようこそ。ご

ゆるりとしていってください。今日

記念日を迎えられる皆様、おめでと

会長：

谷中 洋子様

パストガバナー補佐：

山口久一郎様

七海 朱美様
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うございます。篠原泉先輩、本日の

卓話宜しくお願い致します。今日よ

り米山奨学生トラン・ワン・ダット

君とチュアー・チー・シェン君、2
名になりました。真岡 RC は楽しい

クラブです。一緒に楽しみましょう。

田村 浩次君 今月誕生日、結婚記念月を迎えた会

員、家族の皆様おめでとうございま

す。また今月より米山奨学生となる

チュアー・チー・シェン君いらっし

ゃい。次年度は 2 名の奨学生の受け

入れとなります。ダット君、よろし

く指導お願いします。

岡本 俊夫君 真岡西 RC より、谷中会長、山口 PP、
七海さん、ようこそ!!豊田夫人よう

こそ!!表面上は心より敬愛申しあげ

ている篠原泉様、内部卓話ご苦労様

です。杉山欣会員の西方浄土を念じ

ます。

篠原  泉君 回を重ね結婚記念日ですが、私は昭

和 46 年 5 月 1 日、當時はメーディ

ーの行事が大変と盛大であり、宇都

市の県庁前は大変混雑を致してお

りました。結婚記念祝ありがとうご

ざいます。

篠原 宜之君 杉山会員のご冥福を心よりお祈り

致します。

       杉田、川堀、柳田、大瀧会員の当選

をお祝い致します。

       ご来方の皆様、会員の奥様方、米山

奨学生の諸君を歓迎します。

金子 剛士君 篠原泉さん、卓話ご苦労様です。楽

しい話を聞かせて下さい。新しい米

山奨学生チュアー・チー・シェン君、

歓迎致します。石田君、2 人の奨学

生のお世話は大変でしょうが、がん

ばってください。

福原 一郎君 杉山様、早すぎましたね。くやしい

気持ちです。西クラブの皆様ようこ

そ!!七海さん、おめでとうございま

す。豊田さん御夫人ようこそ！

広瀬 紀夫君 杉山さんのご冥福をお祈りします。

石井さん、入会おめでとうございま

す。

木村慎太郎君 妻の誕生日祝、有難うございます。

久保 康夫君 真岡西クラブの皆様ようこそ！谷

中会長、もう少しで終わりですね。

ご苦労様でした。豊田さんの奥様よ

うこそ。いつも仲良くて良いですね。

篠原 PP 卓話ご苦労様です。石井支

店長、入会おめでとうございます。

市村 忠男君 誕生日、結婚記念日を迎えられる皆

様、おめでとうございます。又、杉

田欣 PP のご逝去にお悔やみ申し上

げます。

大瀧 守一君 今月、誕生日、結婚記念日を迎えら

れた会員の皆様、おめでとうござい

ます。今日は結婚記念の祝品を頂き

ありがとうございます。

金子 正男君 会員、会員婦人の誕生日、結婚記念

日をむかえられる皆様おめでとう

ございます。谷中真岡西会長様、山

口パストガバナー補佐様、七海様、

ようこそいらっしゃいました。田植

えも完了しました。

見目 良一君 本日御来場の皆様、ようこそおいで

下さいました。久々にお客様の多い

例会となりました。真岡 RC を盛り

上げて下さい。有難うございます。

豊田 光弘君 本日は私と妻の誕生日祝いを頂き

ましてありがとうございます。篠原

泉 PP 親善大使卓話ありがとうござ

います。

久保 賢司君 本日をもって親睦委員長代行の役

をおろさせて頂きます。川堀委員長

№1 の実力で RC 活動も頑張って下

さい。特に御礼なんていりませんか

ら！

川堀 哲男君 お久しぶりです。会員の皆様方々、

特に親睦委員の皆様には大変ご迷

惑をかけ申し訳ございませんでし

た。私事ですが、地域の皆様に対し

ての思いに応える事が出来まして

ひとまず安心をしたところです。こ

れからも地域内外の発展に努力し

てまいりたいと思います。ご迷惑を

かける事と思いますが、よろしくお

願い致します。

渡邉 佳寛君 杉山 PP は母のいとこにあたります。

御生前は大変お世話になりました。

御冥福を心よりお祈り致します。真

岡西 RC の皆様ようこそいらっしゃ

いました。今後ともよろしくお願い

致します。

柳田 尚宏君 今日は月初会。お誕生日祝、結婚祝

の皆様おめでとうございます。親善

大使の篠原泉会員、卓話楽しみにし

ています。真岡西ロータリーの皆さ

ん、ようこそ。楽しんでいってくだ

さい。

太田 浩彰君 本日、結婚御祝い、お誕生日御祝い

の皆様、おめでとうございます。内

部卓話、篠原泉 PP のお話楽しみで

す。杉山さんのご冥福お祈り申し上

げます。

大越 正和君 今月、誕生日、結婚記念日の皆様お

めでとうございます。
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■内部卓話 姉妹クラブ締結記念日

親善大使 篠原 泉君

今回のプログラム委員会の要請は、姉妹クラブ締

結記念日にちなんで、親善大使として、10 分間の持

ち時間で締結時から 2001 年～2002 年の締結、10
周年の節目までを要約し、私の感想を交ぜながらお

話したいと思います。

驚くほどの爆竹の音での熱烈歓迎。まるで宿泊ホ

テル周辺の状景は、私共には想像が出来ない状況で

ありました。

台北のエアポートまで幾人かのパスト会長と奥

様のお出迎えを受ける当時の斗六での宿泊ホテル

は会員のハースの経営する飯店であり、多くの会員

が待ち兼ねていたかのような素晴らしい迎えの洗

礼を受けた記憶が残っています。

まず私が第 6 第親善大使を受賞したのは 1995 年

です。私が入会した時は締結翌年の年であり。斗六

初代会長でありました王 傳王先生や、幹事の葉 

世珍先生に斗六の社会状勢や文化、経済等について

お話を聞きました。私が RC に入会したのは 1984
年、同年真岡 RC 創立 25 周年記念式典がありまし

た。陳栄宗会長（IZUMI）はじめ、多くの会員、会

員婦人の参加があり、斗六の帳市長夫妻の表敬訪問

もありました。

私が最初に姉妹クラブ事業の為、斗六 RC を訪問

したのは第 1 回青少年交換事業でありました。10
名の交換学生が真岡 RC で担当しました伊藤健先輩

PP で斗六 RC はアルファベットさんでした。この

方は中学校教師であり、伊藤先輩と最良コンビでし

た。この時の私の役目は、台北市内の夜店案内の役

目で二人の学生の手をしっかりと握り、混雑の中を

楽しんでもらいました。

またその後真岡市少年少女合唱団の台湾公演に

も同行致し、斗六 RC、正心中学校の先生方の協力

を得て有効な事業の展開を致して参りました。この

時期は毎年会長公式訪問を実施していたので、真岡

西中と斗六正心中学の姉妹校締結協議の動向や太

極拳愛好者との友好関係を継ぐ仕事の参加もしま

した。

1991～1992 年度藤沢章・篠原泉年度には県民の

日に実施事業に関する打ち合わせを重ね、県民の日

にはメイヤさん、IZUMIPP、故ジッパーさんはじ

め、多くの会員と夫人、そして 35 名の団員を率い

る台湾舞踊団の張先生と、太極拳の葉先生と 31 名

の関係者を含めて総勢100名の方の御来訪をいただ

き、県民の日事業に花を添えて頂きました。

短期間で有効な多くの事業を展開しながら 1992
年久万俊之先輩 PP、篠原宣之幹事 PP の時、斗六創

立 10 周年記念式典が開催されました。当クラブで

は会員、夫人、総勢 30 名で参加し、式典では故沼

生実先輩 PP が長年に亘り創作を続けてきた縮小さ

れた高さ 1.5ｍ、一辺 1.5ｍ程の立派な五重塔を記念

品として寄贈しました。実はこの塔はしっかりと解

体をし、会員の手を借りて機内持ち込みで持参し、

会場で組立をした記憶が残っています。この見事な

建造物は、後に斗六市を訪問し市長への表敬訪問の

際に市長室の隣の大変立派な室に設置されており、

そこに案内してもらいました。

1993年には姉妹クラブ締結 10周年記念式典が当

クラブで実施され、式典には会長さん、メイヤさん

始め、20 名で御参加いただきました。この時に 2000
年に発生した地震の犠牲者となられたジッパーさ

ん御夫妻も来訪されており、ジッパーさんに第 2 代

親善大使を贈呈しました。

 この台湾中部地震は、私も現地を見舞いましたが、

5～6 階建てのマンションが、まるで地上 1 階建ての

ようでありました。このマンションでジッパーさん

夫妻は犠牲者となったのですが、10 月に告別式が実

施され、私も最後のお別れをしてきました。

 以上、まだまだ報告を致すことがありますが、締

結 10 年までを節目と致してお話をさせていただき

ました。

前回繰越金 ¥1,982,000 
会   員 ¥61,000 
ビジター ¥5,000 

本日のスマイル合計 ¥66,000 
スマイル今期累計 ¥2,048,000 

前回繰越 ¥48,215 
本日米山ボックス ¥4,692 

そ の 他 0 
合   計 ¥4,692 

米山今期累計 ¥52,907 

合計金額 ¥2,100,907 

本日もたくさんのスマイルありがとうございます。
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■本日の食事

■例会プログラム

■月間予定

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月

外
部
卓
話

炉
辺
会
合
報
告

月
初
会

会
長
・
幹
事
総
括

5月　姉妹クラブ締結記念日 6月　ロータリー親睦活動月間

■出席報告

在籍 53 名 出席免除 2 名（資格者 －名   有理由者 2 名）

例会日 出席義務 事前 MU 事後 MU 出席 欠席 出席率 本年度累計出席率

補正後 4 月 23 日 50   37 13 74.0％ % 

5 月 14 日 51  - 44 7 86.27％

7 月出席率 8 月出席率 9 月出席率 10 月出席率 11 月出席率 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

82.49% 80.52% 89.33% 84.39% 80.48% 79.95% 81.29% 75.14% 81.91%    

本日のプログラム 次回のプログラム

5月 21日 

外部卓話 

第 4グループ ガバナー補佐 

「ガバナー補佐として」 

岡本 俊夫 様 

5月 28 日 

炉辺会合報告 

クラブ協議会 

姉妹クラブ締結記念日 

これからも宜しくお願いします。

5 月 14 日


