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心に何度も言い聞かせ拝命する事にしました。そ
して、クラブ総会1ヶ月前の11月7日の理事会にて
承認され、12月5日の通常クラブ総会に向けての
役員選任、その後組織図の作成に取り掛かりまし
たが、前年度体調不良により休会していた1年間
のブランクは非常に厳しく、内部事情の解らない
部分が多々あり組織図の作成は難航しました。私
の認識では、真岡ロータリークラブのよき伝統の
ひとつに、役職や職務を頼まれたら快諾するとい
うのがあったはずなのですが、それぞれ会員皆様
方にも理由が有るのは承知の上にしても、その伝
統が希薄になってしまっていると感じたのが事実
です。しかしながら、皆さんのご協力により何とか
12月のクラブ総会に役員選任の件を上程すること
が出来、各委員会組織も時間的にギリギリでした
が間に合いました。それからは、精神面では相田
みつをの詩集を、仕事面では四つのテストを心に
刻みながらの会長職でした。1年は過ぎてしまえ
ば短く感じるかもしれませんが、でもこの1年は自
分の人生の中でベスト5に相当する沢山の思い出
が凝縮されいると改めて感じます。苦しくも素晴ら
しい1年であったと思います。そして私を自分の事
のように親身に考えて、支えてくれた先輩方、そし
て多くの皆様に心より感謝申し上げ、お礼の挨拶
と致します。1年間お付き合いいただいてありがと
うございました。

皆さん、こんばんは。
はじめにお客様のご紹介を致し
ます。当クラブ名誉会員現益子
クラブ会員日下田實様です。
本日は最終例会と言う事で、
ご多用中のところ出席依頼を
させて頂きました事をお許し
いただき、短い時間ではござ
いますが、御緩りとおくつろぎ
ください。
　それでは本年度最後の前のご挨拶をさせていただきます。皆
様のご協力により、本年度もとうとう今夜の例会を残すだけとな
りました。思い返せば、平成25年10月31日、老人・身障者ス
ポーツ大会中に商工会議所会頭室にて、先輩方から次年度会
長を受託するよう説得されました。当時、私は還暦を節目に体
調がすぐれずにいた時期でもあり、また、仕事上でも未だ経験
した事のない程の難問を抱えており、心身ともにぼろぼろで、
何時倒れてもおかしくない状態でありましたが、相田みつをの
詩集の中に道という題の詩があり「長い人生にはなあ、どんな
にさけようとしても、どうしても通らなければならぬみち・・・、そ
んなときには　その道を黙ってあるくんだな・・・、そしてな　その
時なんだよ　人間として　いのちの根がふかくなるのは・・・」を
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本日米山ﾎﾞｯｸｽ  0
その他  0

前回繰越  57,671

ｽﾏｲﾙ今期累計  2,442,095

ｽﾏｲﾙ
片田泰宏君
大越正和君

本日のｽﾏｲﾙ合計  188,000
ビジター  5,000

前回繰越金  2,254,095
会　　　員  183,000

本日のｽﾏｲﾙﾎﾞｯｸｽ

 0
米山今期累計  57,671
合　　　　計

合 計 金 額  2,499,766

日下田　名誉会員
　お招きありがとうございます。
海老原　会長
　日下田様お忙しい中足を運び頂きましてありがとうご
　ざいます。お楽しみ下さい、至らぬ会長でしたが、皆
　様のご協力により何とか1年もちました。お礼の一言
　です。ありがとうございました。あと～言い残したこと
　は無いと思います。
田村　幹事
　今日2014～15年度真岡RC最終例会を迎える事にな
　りました。皆様の協力の下で幹事職を終える事がで
　き感謝いたします。又、仕事の中でも2014年度ﾛｰﾀｽ
　同友会栃木が事業業績日本一となり昨夜東京ベイ
　幕　張にて1,000名を越す同業者より日本一の表彰
　を受　け今日は帝国ホテルにて祝賀会を済まして来
　ました、　自分にとって充実した1年となりました
　真岡RCの皆様はじめ多くの人々に感謝します。
岡本AG
　海老原会長、田村幹事共々第4GAGとして会員諸兄
　に1年間大変お世話になりました。良き経験と心のふ
　れ合いを味わう事が出来ました。感謝申し上げます。
　斉藤、金子両君に心よりの御礼を申し上げます。あ
　りがとう！サンパウロより無事帰国ご苦労様。名誉会
　員日下田様ようこそ！
杉村久夫君
　日下田さんよくおいで下さいました。海老原、田村年
　度1年間ご苦労様でした。
岡部貞一郎君
　会長、幹事、委員長ご苦労様でした。
篠原泉君
　海老原会長、田村幹事最終例会おめでとうございま
　す。、お疲れ様でした。岡本ガバナー補佐事務局の
　皆さんご苦労様でした、感謝いたします。
篠原宣之君
　海老原会長、田村幹事、岡本ガバナー補佐はじめ
　役員の皆様1年間ご苦労様でした。
宇南山照信君
　海老原会長、田村幹事ご苦労様でした。

金子剛士君
　会長、幹事、そして1年間毎日例会を担当
　したＳＡＡ、スマイル、出席、親睦委員会の
　皆様特にご苦労様でした。
福原一郎君
　会長幹事をはじめ役員、理事、委員長の皆
　様ご苦労様でした。ガバナー補佐、事務局
　の方々第4グループの為に活躍されお疲れ
　様でした。
竹石峰夫君
　海老原会長、田村幹事1年間お疲れ様
　でした。
辻達男君
　海老原会長、田村幹事に何も言わずに
　乾杯！ご苦労様でした。
広瀬紀夫君
　海老原会長今日はいい顔してますね。
　田村幹事来年も宜しく。
石田順一君
　海老原・田村年度の最終例会おめでとう
　ございます。でも、今月いっぱい任期が
　ありますからね。ブラジル訪問団の皆様
　お帰りなさい。日下田様いらっしゃいませ。
木村慎太郎君
　会長さん幹事さんご苦労様でした。
宇賀神裕一君
　海老原、田村年度お疲れ様でした。
　今日はお酒を沢山飲んで下さい。
柳浩雄君
　海老原会長・田村幹事1年間ご苦労様
　でした。
杉田貞一郎君
　海老原会長・田村幹事1年間大変お疲れ様
　でした。皆様には1年間奉仕プロジェクト
　委員長として大変お世話になりました、
　ありがとうございました。
久保康夫君
　海老原会長・田村幹事お疲れ様でした。
　肩の荷が下りたと思いますが、直前会長、
　幹事としても義務を果たす様宜しく
　お願い致します。
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見目良一君
　会長・幹事・委員長！1年間お世話になりました。
　ありがとうございました。
豊田光弘君
　海老原会長・田村幹事、1年間お疲れ様でした。
　いろいろとご指導戴きありがとうございました。
川堀哲男君
　海老原会長・田村幹事1年間大変ご苦労様でした。
　私も親睦委員長として力不足で大変ご迷惑をお掛け
　致しました。特に久保賢ちゃんにはお世話になり
　ました。次年度委員長豊田様宜しくお願い致します。
淡路晃君
　会長・幹事はじめ理事の皆さん1年間大変お疲れ様
　でした。今年度は例会出席率悪く申し訳ございませ
　んでした、次年度頑張ります。

柳田尚宏君
　先週は会長・幹事の1年間の総括と言う
　事で大変お疲れ様でした。今夜の例会
　で本当に最後ですね、羽を伸ばし過ぎ
　ないように。1年間わがままな会長・
　幹事を支えてきた理事さん大変ご苦労
　様でした。新入会の青木圭太君真岡Ｒ
　Cへようこそ若手Ｎｏ．1頑張って下さい。
黒崎宣芳君
　海老原会長1年間ご苦労様でした。
　大変お世話になりました。
坂本光君
　海老原会長・田村幹事1年間大変ご苦
　労様でした。ｻﾝﾊﾟｳﾛ世界大会ご出席の
　皆様長旅お疲れ様でした。
柳沢正弘君
　海老原会長・田村幹事1年間大変お疲
　れ様でした。今後ともご指導宜しくお願
　い致します。
太田浩彰君
　海老原会長・田村幹事1年間お疲れ様
　でした。私も1年間何とか無事にやり遂
　げる事が出来ました、ありがとうござい
　ました。

渡邉佳寛君
　海老原会長・田村幹事・岡本ガバナー
　補佐、1年間本当にご苦労様でした。
　お三方の年度に入会出来ました事を
　誇りに思います。
石井誠君
　海老原会長お疲れ様でした。
　次年度も宜しくお願い致します。

広田茂君
　海老原会長,田村幹事1年間本当にお疲れ様でした。
市村忠男君
　海老原丸の無事帰還を祝して。「ロータリーの友」を
　紹介する時間を頂き感謝。年度当初は比較的休
　める委員会と喜びましたが、少々忙しい1年でした。
三澤幸光君
　本日の最終例会を迎え海老原会長・田村幹事共に
　本当にご苦労様でした。
齊藤敏彦君
　海老原・田村年度の1年間のシメですね、本当に
　ご苦労様でした。私もホッとしています、皆様お世話
　になりました。。新年度も青木君共々宜しくお願い
　致します。
金子正男君
　会長・幹事殿1年間ご苦労様でした。岡本ガバナー
　補佐1年間大変お疲れ様でした。益子ＲＣ日下田様
　ようこそいらしゃいました。青木君ようこそ入会おめ
　でとうございます.ガバナーを目指して斉藤君と頑張
　って！1年間石塚ＳＡＡ,柳田副ＳＡＡご苦労様でした。
石塚龍夫君
　1年間つたない例会進行にお付き合い戴き誠にあり
　がとうございました。会員の皆様のロータリーの友情
　に感謝申し上げます。
中川宏行君
　海老原・田村年度最終例会おめでとうございます.
　先週13日に無ﾌﾞﾗｼﾞﾙより帰ってまいりました,皆様
　大変お世話になりました.青木様これからも宜しく。
大越正和君
　1年間沢山のスマイル、会員の皆様ありがとうござい
　ました。青木圭太君ようこそ。
石川久雄君
　会長・幹事お疲れ様でした。私も今日で会報から解
　放されました、皆様のご協力ありがとうございました。
岡本佳男君
　海老原会長・田村幹事他役員の皆様1年間大変ご
　苦労様でした。岡本ガバナー補佐齊藤事務局長
　金子正男事務局様大変お疲れ様でした。
小林勇一郎君
　海老原会長・田村幹事、1年間ご苦労様でした。
　田村さん来年度は会長として引き続き宜しく
　お願い致します。

良く

やったね
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頼んだ手前

大変だったな～
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早く撮って

息が苦しい

上着で隠せば

大丈夫へへ.....



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% 81.91% 77.93%
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76.00%
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本年度累計
出席率

7月02日　　　7月09日　　　7月16日　7月23日　7月30日

在籍53名

例会日 出席義務 事後ＭＵ 出席 欠席 出席率

6月4日

6月18日 52 -

81.34%

8月出席率

94.23%49

出席報告　　岡本佳男君

80.52%

月間出席率

50 1 38 78.85%

出席免除　1名（資格者　0名　　有理由者　1名）

7月出席率

82.49%12

8月月初会
ガバナー補佐

訪問
結婚

誕生日祝

炉辺会合

報告

7月02日（木）
年初会

御祝い

7月09日（木）
誕生日・結婚記念日

御祝い

年初会

本年度スタート


