
　 【真岡市　高田山専修寺】

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 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⇒東武ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝﾃﾞ 益子⇒益子ｶﾝﾄﾘｰ 宇都宮北⇒宇都宮ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙ

宇都宮東⇒ﾎﾃﾙﾆｭｰｲﾀﾔ しもつけ⇒石橋商工会館

会長　田村浩次　　幹事　久保康夫　　会報委員（市村忠男・栁田尚宏・坂本光・太田浩彰・渡邉佳寛）

国際ロータリークラブ会長テーマ 「世界へのプレゼントになろう」

真岡ロータリークラブ会長テーマ 「入りて学び 出でて奉仕せよ」

２０１５．７．２ ＮＯ．２７５７

国際ロータリー第２５５０地区

真岡ロータリークラブ 会長 田村 浩次

■司会

■点鐘

■国歌

■ロータリーソング

■ビジター

ＳＡＡ 中川 宏行君

会長 田村 浩次君

奉仕の理想

第４Ｇガバナー補佐 平野良和様

事務局長 仲野光男様

事務局員 塚本和也様

益子ＲＣ会長 佐藤広志様

幹事 河原 繁様

真岡西ＲＣ会長 鈴木定男様

幹事 入江省吾様

前会長 谷中洋子様

■会長挨拶 会長 田村 浩次

５７代会長に就任しました

田村浩次です。年度最初の

ご挨拶を申し上げます。

まず、海老原前会長にお

かれましては会長の職務を

果たして大変安堵しているこ

ブの会長幹事の皆様にお越しいただき感謝申し上げます。

昨年度までクラブ運営は慣習に沿った形で行われてきまし

たが、近年国際ロータリーより、ロータリー定款の内容変更

また情報伝達方法の変更が届いております。また、ＣＬＰ（ク

ラブ・リーダーシップ・プラン）の推進によるクラブの長期的

展望、活性化が求められ、国際ロータリーの変革スピードに

ついていくには大変な時期を向かえております。幸いにも若

い会員が多く入会し、ロータリー経験年数が足りない弱点は

ありますが、国際ロータリーからの情報伝達のメール化へ

の対応、多くのロータリー知識リソースをマイロータリー（会

員専用ホームページと考えてください）から得ることができる

環境が整いました。

特に今年度の中谷ガバナーは、情報伝達、ロータリー活

動の戦略的計画に基づく各クラブの活性化に前向きに取り

組む方針でもあります。

すでに、歴代会長がクラブの長期的活性化に取り組んで

きましたが、今年度はそれをよりすすめ、行動、実践するこ

とが大きな活動方針となると考え、今までの慣習にとらわれ

ずしかも当クラブの長い伝統と文化を大切にしながら変革し

たいと思います。

会員の皆様例会を通じてゆっくり互いに親交を深めていた

だきたいと思います。
とと思います。お疲れ様そして重責を果たしておめで

とうございます。また、ガバナー補佐をはじめ各クラ
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で一年間よろしくお願いします。岡本前年度ガバナー補

佐ご苦労様でした。

まず、事務的な話になりますがガバナー公式訪問は８

月６日になります。その二週間前にクラブ協議会が開か

れますので、その日までに現況報告書をガバナー事務

所に２部、補佐あて１部提出下さい。

今朝、なでしこジャパンが勝ちました。中谷ガバナーは

サッカーで例えれば自分でドリブルして持ち込んで

シュートまでしてしまうタイプと言っている人がいまして、

アシストが必要なくなるとガバナー補佐は何をすればい

いのかと思います。ガバナーはかなり気合が入っていま

すので、会長はガバナーに気合負けしないようお願いし

ます。

私は、昭和２０年生まれの７０歳になります。ロータリー

歴は昭和５８年益子クラブに入会し在籍３２年になります。

その間、１２年間を益子町役場に出向し、名誉会員にし

ていただきましたので、実質２０年間となります。

私のロータリーの信条は「エンジョイロータリー」です。

これは１９８９－９０年ＲＩ会長のテーマでした。今年一年

間皆様と共に楽しみたいと思いますのでよろしくお願い

いたします。

真岡西クラブ 会長 鈴木 定男第４Ｇガバナー補佐 平野 良和様

今年度ガバナー

補佐を拝命しまし

た。仲野光男事務

局長、塚本和也事

務局員の３名で

やっていきますの

益子クラブ 会長 佐藤 広志

益子クラブ３７代会長の

佐藤広志です。私はロー

タリー歴１０年でございま

す。職業は幼稚園と保育

園を経営しています。

今年一年頑張りたいと

思いますのでよろしくお願

い申し上げます。

益子クラブ 幹事 河原 繁

今年幹事に就任しまし

た河原繁です。入会して

５年になります。経験不

足を大変心配しておりま

す。

できる限り頑張っていき

たいと思っております。ご

指導、ご鞭撻の程お願い

いたします。

真岡西クラブ 幹事 入江 省吾

真岡西クラブ 前会長 谷中 洋子

３２代会長に就任しました

鈴木定男です。当クラブは、

真岡クラブのスポンサーに

より昭和６０年６月１９日創

立しました。

一年間努力してまいりま

すのでよろしくお願いします。

幹事に就任しました入江省

吾です。未熟ではありますが、

前年度会長・幹事の教えを

いただき、楽しいロータリー

活動ができればと思っており

ます。

昨年は大変お世話になり

ました。

一年間会長を全うできた

のも岡本ガバナー補佐と事

務局の皆様のご協力のお

かげと思っております。

一年間楽しく過ごせました。

ありがとうございました。

■ 幹事報告 幹事 久保 康夫

・会長方針 承認

・2014 15年度決算報告 承認

・2015 16年度予算 承認

・誕生日・結婚記念日のお祝い品 承認

楽しみにしていて下さい。

・特別休会 承認

2015年8月13日、12月24日
2016年6月23日、6月30日

・年会費講座振替 承認

年２回 ７月と１月

・ガバナー公式訪問 、クラブ協議会 承認

８月６日１８時３０分から２０時３０分 商工会館

・ガバナー補佐訪問、クラブ協議会 承認

７月２３日

・納涼家族例会 承認

８月２０日１８時３０分から フォーシーズン靜風

・炉辺会合報告 ７月１６日発表 承認
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・新入会員の承認について 馬場照夫さん 承認

・地区野球大会参加について 承認

・例会欠席の連絡 承認

火曜日までに事務局に連絡を要請する

・例会無断欠席者について 承認

無断欠席者を例会場で報告

会報に掲載

７月１６日の例会から適用する

・第１３回日韓親善会議

・全国ロータリー・ポリオプラス

プログラム研修セミナー

・地区大会記念ゴルフ大会

１１月１３日

東松苑ゴルフ倶楽部

・タクロバン（フィリピン）

学校建設計画

・第１９回インターアクト年次大会

８月８日足利市民プラザ

以上報告

■乾杯の音頭 パスト会長 岡本 俊夫

久しく見られなかった多くの

会員の出席あり、田村会長、

久保幹事に心から敬服してお

ります。

田村・久保年度の素晴らしい

スタートを迎えられまし

たこと、平野ガバナー補佐・第４Ｇ会長幹事の皆さんが協

力し、楽しい一年になりますことを祈念し、さらに本日出席

者の皆様のご健勝を心から祈念申し上げ乾杯とさせてい

ただきます。

乾杯！

■米山奨学金授与 トラン・ワン・ダット君

■本日のスマイルボックス 見目 良一君

柳澤 正弘君

平野ガバナー補佐、仲野光男、塚本和也事務局員

今日は、新任の挨拶に伺いました。一年間よろしくお願

いします。

益子ＲＣ 佐藤広志会長、河原繁幹事

一年間どうぞよろしくお願いします。

真岡西ＲＣ 鈴木定男会長、入江省吾幹事

お世話になります。今年一年よろしくお願いします。

真岡西ＲＣ 谷中洋子前会長

一年間お世話になりました。

田村浩次会長

いよいよ新年度のスタートです。会員皆様方の協力の

下楽しいＲＣ活動を心がけていきますので、幹事共々

よろしくお願いします。又、今日は第４グループ各ロー

タリークラブより多数の皆様においでいただきありがと

うございます。

久保康夫幹事

平野ガバナー補佐始め益子ＲＣ、真岡西ＲＣの皆様ご来

訪ありがとうございます。適当な幹事ですが一年間よろ

しくお願いします。

宇賀神裕一エレクト

田村会長、久保幹事年度のスタートを祝して

第４グループの各ロータリーの皆様ようこそ真岡へ

一年間よろしくお願いします。

岡部貞一郎会員

田村年度の出発を祝して

篠原泉会員

田村会長、久保幹事の船出を祝します。素晴らしい時

を創造されますよう祈念いたします。

篠原宣之会員

田村、久保年度のスタートを祝して

真岡西クラブ、益子クラブの新役員の皆様ようこそ

会議所の所用のため早退させていただきます

金子剛士会員

田村、久保年度の門出を祝します。平野ガバナー補佐

並びに第４グループの皆様ようこそお越し頂きました。

馬場照夫君、同級生同士仲良くしましょう。

岡本俊夫会員

昨年は第４グループのＡＧとして、斉藤、金子（正）君

共々お世話になりました。平野ＡＧ他益子ＲＣ，真岡西

ＲＣ新旧役員の皆様ようこそ!!
本日より一年間の田村、久保康夫年度の御活躍と成

功を祝います。笑顔で一年間を終わりましょう。

福原一郎会員

今日このごろの嬉しきこと３件!!
その１ 田村、久保年度の好スタート

その２ 最終例会でスマイル大賞を受賞したこと

その３ 家庭菜園での収穫が順調なこと

平野ガバナー補佐をはじめ各クラブの役員の皆様よう

こそ。片田支店長の新任の地での活躍を期待して

竹石峰夫会員

今日の門出に出席できないこと、まずもってお詫び申し

あげます。私の時の幹事海老原さんが会長として全う

されたことに感謝申し上げます。本来ならば田村幹事と
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共に支えてやらなければならない立場でしたが、体調

不良によりできませんでした。その分田村今年度会長

には多々苦労かけたのではないでしょうか。異例の人

選により海老原前会長は相談相手もなく孤独であった

と思います。田村直前幹事が一年を通じてささえてくれ

たことは私としても大変うれしいです。

田村会長には多言を慎み周囲の空気を良く見て、一年

間リーダーとしての舵取りをお願いします。

私事心身療養により、もうしばらく休養期間をいただけ

ますように。

田村年度を祝して！

辻達男会員

田村丸の船出を祝して

平野ガバナー補佐を始め益子クラブ、真岡西クラブの

皆様ようこそ。仲良く楽しくやりましょう。

石田順一会員

各クラブ会長幹事の皆様ようこそいらっしゃいました。

一年間よろしくお願い申し上げます。いよいよ、田村、

久保年度のスタートですね。楽しくやりましょう。

広瀬紀夫会員

田村会長、久保幹事一年間よろしくお願いします。

平野ガバナー補佐、一年間頑張って下さい。

益子の皆様、真岡西の皆様ようこそ。

海老原均会員

益子クラブ佐藤会長、河原幹事、平野ガバナー補佐

並びに事務局の皆様ようこそ。昨夜はお世話になり

ました。真岡西クラブ鈴木会長、入江幹事、直前会長

谷中様ようこそ！

昨年度会長幹事の最終例会には多くの皆様にご参加

いただきありがとうございました。一生忘れられない思

い出として残すことができました。これからもうまい酒を

楽しみ、楽しいロータリー人生が送れることを望みなが

ら。

田村年度の門出をお祝い致します。

木村慎太郎会員

田村、久保年度のスタートをお祝いします。

柳浩雄会員

田村、久保年度のスタートですね。一年間頑張って下

さい。本日急用の為出席できず申し訳ありません。

杉田貞一郎会員

田村、久保年度のスタートを祝すとともに本年度社会

奉仕委員長を仰せつかりました。皆様のご協力をお願

い致します。

小倉俊昭会員

田村、久保年度の始まりおめでとうございます。

一年間身体に気を付けてロータリー活動をして下さい。

野沢巧会員

田村会長、久保幹事一年間ご苦労様でございます。

御期待申し上げます。

廣田茂会員

田村会長、久保幹事これから一年頑張って下さい。

私は米山委員長を仰せつかりました。皆様、赤い箱

にジャンジャン寄付してください。

市村忠男会員

田村会長、久保幹事一年間ご苦労様です。

今年度、渡邉さん、栁田さん、坂本さん、太田さんと５人

で会報発行を担当いたします。自前の会報作成二年目

となります。不慣れな点はご理解下さい。よろしくお願い

します。

三澤幸光会員

田村、久保年度を迎えてお祝い申し上げます。目標に

向かって、突き進んで下さい。ご期待申し上げます。

金子正男会員

田村、久保年度の船出を祝して!!
解体の危機に至りし日は、その前に笑顔で事に当って

下さい。

石塚龍夫会員

田村会長、久保幹事、一年間ケンカしないで楽しませて

下さい。中川ＳＡＡガンバレ！

大瀧和弘会員

いよいよ田村、久保年度のスタートです。一年間全員で

盛り上げて行きましょう。

大堀文雄会員

田村会長、久保幹事、各委員長さんよろしく。

大越正和会員

前年度はスマイル委員会で大変お世話になりました。

今年度は青少年委員会です。宜しくお願いします。

岡本佳男会員

田村、久保康夫年度の船出に際し心からお祝い申し

あげます。

一年間の活躍をご期待いたします。

豊田光弘会員

田村会長、久保幹事の出発心よりお祝い申し上げます。

今年度のテーマ「入りて学び 出でて奉仕せよ」の基一

年間よろしくお願いします。

川堀哲男会員

田村会長の前向きな考えと久保幹事の統率力で一年

間よろしくお願いします。

頼近龍会員

田村会長、久保幹事おめでとうございます。

一年間頑張って下さい。

栁田尚宏会員

田村、久保年度の船出を祝して。

一年間頑張って下さい。

片田泰宏会員

転勤で水戸に戻ります。

二年間お世話になりありがとうございました。

坂本光会員

田村、久保新年度の輝かしい一年を！

会員の皆様の健康と発展を願います。

太田浩彰会員

今日から新年度スタートです。田村会長、久保幹事

一年間よろしくお願いします。

海老原前会長お疲れ様でした。

渡邉佳寛会員

年度初日例会おめでとうございます。田村、久保年度

における真岡ロータリークラブの益々の発展を期待し

ております。
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前会報委員のみなさん、一年間ご苦

労様でした。新しい会報作りの大変さ

を知り、技術の高さに敬服しました。

手作り会報の発行を継続します。高度な

技術を使いこなせるか不安ですが、自己

満足できる会報発行を目指して努力いた

します 前委員の皆様ご指導ください。

見目良一会員

田村、久保年度の輝かしい船出をお祝い申しあげます。

今年度は私見目以下頼近会員と柳澤会員と３名でスマ

イル委員会を頑張ってまいります。どうぞ、スマイルを

沢山お願い致します。

■転勤挨拶 片田 泰宏会員

この度の人事異動で転勤となりました。新任地は

常陽証券の取締役経営企画部長兼水戸支店長と

いう立場になりました。これからも精一杯頑張って

いきます。

会員としての二年間は、大変貴重な体験をさせて

いただきました。ありがとうございました。

会員皆様の益々のご活躍とご健勝をご祈念申し

上げ、御礼、お別れの挨拶とさせていただきます。

ご栄転おめでとうございます。

新任地で益々のご活躍ご期待

申し上げます。

新会長・幹事のお二人は意欲満々で、

頼もしい限りでした。

前会長、お疲れ様。
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■月間予定

年
初
会

月
初
会
・
会
長
方
針

4,130

151,000

ガ
バ
ナ
ー

補
佐
訪
問

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6月出席率 7月出席率 8月出席率 9月出席率 10月出席率

84.74%

50 3 45 2 96.00%
4月出席率 5月出席率

事前ＭＵ 事後ＭＵ 出席 欠席 出席率 本年度累計出席率
50 42 8 84.00%

在籍５２名
例会日

補正後6月11日
7月2日

出席免除２名（資格者１名　＋　有理由者１名）
出席義務

スマイル

米　　山 4,130

7月 8月

0

151,000

累計 0

ビジター

合計

累計

10,000

累計
その他

７月９日（木）

会長方針

誕生日・結婚記念日祝

本日のプログラム 次回のプログラム

７月１６日（木）

炉辺会合報告

ガバナー公式訪問準備会
（軽食）

本日のお食事
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