
【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」

２０１５．７．９ ＮＯ．２７５８

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

■ロータリーソング

■お客様

ＳＡＡ 中川 宏行君

会長 田村 浩次君

我らの生業

益子ＲＣ直前会長 関口 勝義様

同直前幹事 都野 祐俊様

米山記念奨学生

チュア・チー・シェン君

■会長挨拶 会長 田村 浩次君

今日は２回目の例会ですが、

月初例会と同様、誕生月祝

い、結婚記念月祝いをする

スケジュールになっておりま

す。

残念ながら会員のご婦人の

出席はありませんが、会員

の皆様のお祝いをしたいと

思います。後ほど、会長とし

ての方針発表の時間を戴

いておりますので、初めの

ご挨拶は簡単に終わらせて

戴きます。

益子ＲＣ直前会長関口と直前幹事の都野でございます。先週

は都合で来られずに申し訳ありません。岡本ＡＧ、齊藤事務局

長、金子事務局、海老原前会長、田村前幹事、１年間大変お

世話になりました。お陰様で私も１年間務め上げることができ

てホッとしております。こちらの田村新会長には久保名幹事が

ついていますので、これからの１年間のご活躍も期待できると

思います。岡本さんの後を継いで平野会員がＡＧを務めます。

岡本さんにはさらなるご指導をお願いいたします。また、先日

は我々の親睦旅行に際してこちらから４名の参加を戴きました。

本当にありがとうございました。この度益子ＲＣ創設以来初め

て２名の女性が入会しました。事務局の女性同様どちらも美人

です。ぜひ益子へもＭＵに来て下さい。足銀様からも男性の入

会があり、今後も会員増強に取り組んで参ります。親クラブの

真岡ＲＣ様にはよろしくご指導の程お願い申し上げます。

■お客様ご挨拶 益子ＲＣ直前会長 関口 勝義様
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会員

４日 石井 誠 君

２４日 岡部貞一郎 君

２５日 篠原 泉 君

ご夫人 会員名

１１日 大瀧百合子 様（大瀧 和弘君）

１５日 石井 晴美 様（石井 誠君）

２３日 石田 幸子 様（石田 順一君）

２３日 小倉 俊昭 君 ・ 宰子 様

ご指名ですので乾杯の音頭をとらせて戴きます。７月

に誕生日、結婚記念日を迎えられる会員の方々は少

ないようですね。昔は暑かったせいでしょうか。誕生

日・結婚記念日を迎えた方々のご健康を祝しまして

乾杯をいたします。乾杯！

①「ロータリーの友」への投稿のお願い

（地区友代表委員・真尾和夫様より）

当クラブからの投稿が一度も掲載されていません。

積極的な投稿をお願いいたします。

②「第14回ロータリー全国囲碁大会」のご案内

2015年10月13日(土) 日本棋院会館本院

ホストクラブ：東京ＲＣ

③益子RC様からのご連絡

８月５日…ガバナー公式訪問

（アプローズ益子にて移動例会）

８月22日(土) 納涼例会 ８月26日は振替休会

④多賀城ＲＣ様より届いた礼状の紹介

C.K.ホファン会長の記念講演の模様を録画したCDが

届いてます。クラブ室で貸し出す予定です。

⑤青木圭太・馬場照夫新会員のオリエンテーションが

福原Ｒ情報委員長により終了

⑥真岡市の花火大会のご案内は丁重にお断り

⑦野球大会の案内

故杉山PP追悼の意も含め、野球関係の集まりは全て

ＭＵの対象とします。

⑧現況報告書完成報告

岡本直前ＡＧのアドバイス等により、表紙にSLの

写真、見開きにＲＩ認証状、初代バナー、４つの

テスト、斗六会長挨拶等を掲載しました。また、

利便性を考え、最終３ページに年度プログラム、

委員会編成表、会員名簿を重複して掲載しました。

■米山奨学金授与 チュア・チー・シェン君

肩組んじゃうぞ！ ありがとうございます！

■７月に誕生日を迎える会員および会員ご夫人

■７月に結婚記念日を迎える会員とご夫人

■乾杯の音頭 杉村 久夫 ＰＰ

■幹事報告 幹事 久保 康夫 君
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「ロータリー情報マニュア

ル」という本が委員長経験

者には本部から届いてい

ると思いますが、この本は

会員全員に必ず読んで戴

きたいです。「RCではこう
いうことをしている」「ロー

タリアンはどう考えるべき

か」がわかると思います。

１週間あれば読めるでしょ

う。事務局に置いておきま

すので、２冊有りますが、

できれば両方に目を通し

てほしいと思います。よろ

しくお願いします。

■委員会報告② 会報委員長 市村 忠男 君

今回第１号を発行いたしまし

た。時間はかかりましたが、う

まく構成できていませんので、

ご容赦戴くと同時にご指摘下

されば幸いです。１年間５人で

やっていきます。どうぞよろしく

お願いいたします。

広報委員長を仰せつかりました石塚です。よろしくお願い

いたします。来月ガバナー公式訪問を控えておりますが、

今年度はガバナー事務局から、オンラインでの「マイロー

タリー」への登録50％必達という指令を戴いております。
できればガバナー公式訪問までに50％を達成したいと思
いますので、会員の皆様方のご協力をお願いいたします。

登録方法は国際ロータリーのHPから入り、自分のメール
アドレス、パスワードを記入するという流れです。それによ

り国際ロータリーからの情報発信がいろいろと見られるこ

とになります。RIのIT化にぜひご協力下さい。今月中に登
録をして戴きたいのですが、不明な点があれば私に連絡

して戴ければお邪魔してご案内いたします。

■本日のスマイルボックス 柳澤 正弘 君

見目 良一 君

益子ＲＣ直前会長 関口勝義様

都野幹事共々、お世話になります。一年間大変あり

がとうございました。田村会長、久保幹事、一年間

頑張って下さい。

田村浩次会長

益子ＲＣ直前会長関口さん、直前幹事都野さん、昨

年度は大変お世話になりました。昨年の益子ＲＣ事

業に何度も参加して温かいクラブムードを教えてい

ただきました。今年度の真岡ＲＣにも取り入れて行

きたいと思います。よろしくお願いします。

久保康夫幹事

第２回の例会です。まだ落ち着きません。益子ＲＣ

前会長、幹事、ご来訪ありがとうございます。現況

報告書ができました。野沢事務局の頑張りに、皆様

拍手をお願い致します。

宇賀神裕一会長エレクト

田村会長、方針発表よろしくお願いします。今月結

婚記念日、誕生日を迎えられる皆様おめでとうござ

います。

杉村久夫会員

57代真岡ＲＣ会長田村浩二さん、幹事久保康夫さん、

１年間体調に気をつけてがんばって下さい。

岡部貞一郎会員

誕生祝をいただいて

岡本俊夫会員

田村、久保年度の年初会100％出席を達成!!ありがと

うございました。益子ＲＣ'14～'15年関口会長、都

野幹事ようこそ!!昨年はＡＧとして大変お世話にな

りました。炉辺会合、中川座長お世話になりました。

金子正男令夫人に感謝!!

石田順一会員

幸子姫の誕生祝を頂きましてありがとうございます。

広瀨紀夫会員

・益子ＲＣ関口さん、都野さん、ようこそ。

・田村会長、会長方針拝聴します。

小倉俊昭会員

本日は結婚記念祝頂きありがとうございます。

廣田茂会員

例会に「２週連続」で出席です。

三澤幸光会員

今月お誕生日、結婚記念日を迎えられます皆様にお

祝い申し上げます。田村会長方針のお話をしっかり

お受けさせて頂きます。益子ＲＣより、(旧)関口会

長、都野幹事様、お二人の御出席ありがとうござい

ます。

うらへつづく

■委員会報告① Ｒ情報委員 杉村 久夫 君

■委員会報告③ 広報委員長 石塚 龍夫 君
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見目良一会員

益子ＲＣ直前会長・幹事様ようこそおいで下さい

ました。又、今月誕生日を迎える会員及び会員夫

人の皆様おめでとうございます。先週は年初会で

バタバタしてしまいましたが、今年のスマイル日

記は真岡ＲＣの全体写真を使わせて頂きました。

篠原先輩にとても素敵に作り上げて頂きました。

有難うございました。お陰で沢山スマイルが入り

そうです。

豊田光弘会員

今月お誕生日・結婚記念日を迎えられた皆様おめ

でとうございます。益子ＲＣパスト会長関口様よ

うこそ。先日は大変お世話になりました。同じく

益子ＲＣパスト幹事都野様ようこそ。田村会長、

本日の会長方針ご苦労様です。

平石典嗣会員

宇南山様、篠原泉様、広瀨様、海老原直前会長、

田村会長、久保幹事、齊藤様、そして座長の栁田

様、６日の炉辺会合では大変お世話になりました。

いろいろ勉強させていただき、ありがとうござい

ました。

馬場照夫会員

新入会員です。皆様にあたたかく迎えられ、心か

ら感謝申し上げます。私にとって、新しい人生経

験のはじまりとなりますが、皆様のご指導をいた

だき、精一杯がんばってまいります。よろしくお

願いいたします。

初めに、全ての会員の皆様にお礼を申し上げます。年初

例会において100％の出席を頂きました。本当にありがと
うございます。田村・久保丸が皆様方全員の追い風を受け

ながら出港できることを大変心強く感じております。

では、クラブ現況報告書をご覧下さい。

※会長方針骨子に関しては「現況報告書」８頁を参照

ただ今会長方針を読み上げましたが、真岡ロータ

リークラブ会長方針は、ラビンドラン国際ロータリー

会長のテーマ「世界へのプレゼントになろう」と同じ

方向性の方針が求められています。

■会長方針発表 会長 田村 浩次 君

ラビンドラン会長は「私達の人生の価値は、どれ

ほど得たかではなく、どれほど与えたかによって判

断されるのです」と述べています。

私達が与える事のできるものは寄付や物品だけで

はなく、思いやりや、心配り、助け合いの心など、

私たちは、多くの方々にプレゼントすることが出来

るロータリ－活動をしているロータリアンです。

今年度はより一層、ロータリアンとしての精神向

上をめざし、奉仕事業活動に参加し、例会に参加し

多くの奉仕の精神を高めていけるように会長方針を

定めました。

「入りて学び 出でて奉仕せよ」――ロータリー活動

においてこのスローガンを基に、仲間たちと共に、

世の中の多くの人々にプレゼントが出来るよう努め

ていきたいと思います。

次に各クラブ方針について具体的に説明致します。

１．例会の内容充実

近年出席率が低下しているため出席委員長を岡本

ＰＰにお願いしたところ、今年度の出席委員会の事

業計画が大変詳細にわたり明記してありました。こ

の件について岡本ＰＰに伺ったところ、その中で

「田村会長、要するに会員が例会に来たくなるよう

なクラブ例会の内容充実を考えていけば自然と例会

参加者が増える事だから、例会では仲間と多くを語

り合い、貴重な時間を有意義に感じられるようにし

たほうがいいよ。そして自発的に例会に参加しても

らえるように、そのためのサポート体制をとるのが

出席委員会の役目だから。」とのアドバイスを戴き

ました。そのようなことで例年の出席率向上の方針

を「例会の内容充実」と、変えました。会員皆様の

自発的な例会出席を宜しくお願いします。

２．会員の増強

今年度のスタート会員数は50名ですが、すでに２

名の入会が決まっています。今年度の会員目標は56
名と計画しています。会員増強は私達会員が、真岡

ロータリークラブに入会して良かったという会員の

満足感を前面に出し、多くの人に入会の動機づけを

することが必要であると思います。また会員増強委

員会の大瀧和弘さん、広瀬紀夫さんの活躍も期待し

ています。

３．委員会の活性化

すでに毎年取り組んでいましたが、今年度は五大

委員長をトップとし、各委員会のまとめ役の位置付

けとして各委員会の活性化に取り組んでいただきま

す。すでに各委員会ごとに今年度事業計画の打ち合

わせも済んでいるので発表が楽しみですが、今年度

は早い時期のガバナー訪問があるため、時期的には

例年より方針発表遅れます。しかしながら、万全の

状態でガバナー訪問の中で精査した活動発表の準備

ができるよう期待しています。

次頁へつづく
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４．情報電子化への対応

この方針は今までにないものとなります。年度初め

のご挨拶の中でも話しましたが、昨年度より、国際

ロータリー、地区ガバナー事務所等、各連絡・通知・

申請・情報伝達が全てメール化され、会員情報を得る

のもパソコンを利用してマイロータリーより、必要な

情報が誰もが得ることが出来ます。このオンライン

ツールの利用をＲＩが奨励しています。この件につい

ては当クラブは他クラブより進んでいますが、中谷ガ

バナーの重点目標なのでより強化に取り組まなければ

なりません。

５．継続事業の充実

この方針は真岡ロータリークラブ事業はすでに長年

にわたる歴史と伝統があるわけですので、事業継続は

もとより、内容も充実できるように各担当委員会のさ

らなるご協力をお願いします。

以上をもちまして、今年度会長方針、クラブ方針と

します。会員の皆様のさらなるご理解とご協力をお願

い致します。
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7月
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
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火水木金土日月火水木

6月出席率

38,000

■月間予定

年
初
会

月
初
会
・
会
長
方
針

4,130

39,000

ガ
バ
ナ
ー

補
佐
訪
問

0

前回までのその他繰越金 0

会員

前回までの米山繰越金 4,130

累計

94.23%
47 43 4 91.49%
52

事前ＭＵ 事後ＭＵ 出席

月
初
会

（
８
月

）

4月出席率 5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7月出席率 8月出席率 9月出席率 10月出席率

1 49 3

前回までのスマイル繰越金 151,000

米　　山 0

8月

0

190,000

合計金額 194,130

ビジター

合計

累計

1,000

累計

その他

在籍５０名
例会日

出席免除３名（資格者２名　＋　有理由者１名）
出席義務

補正後６月１８日
７月９日

欠席 出席率 本年度累計出席率

炉
辺
会
合
報
告

ガ
バ
ナ
ー

公
式
訪
問

■出席報告

７月１６日（木）

炉辺会合報告

ガバナー公式訪問準備会

■本日のプログラム ■次回のプログラム

７月２３日（木）

ガバナー補佐訪問

クラブ協議会

■本日のお食事■本日のスマイルボックス
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