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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」
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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

ＳＡＡ 中川 宏行君

会長 田村 浩次君

■会長挨拶 会長 田村 浩次 君

今日は今年度第３回目の例会と

なります。第１回目の年度初め例

会では会員皆さんの力強い応援を

頂き、先週の会長方針・クラブ方

針の承認に当たりまして、いよい

よ真岡ロータリークラブの実質的

な事業がこの例会から始まるよう

に感じています。今回はプログラ

ムの内容が炉辺会合発表、そして

ガバナー公式訪問準備会と言う事

で、プログラムが含まれておりま

す。炉辺会合におきましては、今

回地区別に５名の座長を元に今回

の炉辺会合が行われた訳ですが炉

辺会合は各会員の年齢差、そして

真岡ロータリーの入会されてから

在籍年数の長い方も短い方そうい

う方たちが自由闊達な意見を取り

交わす様な会合であります。その

中で座長を務めて頂きました皆様

には内容をまとめる事が非常に大変だったのではないかと思

いますが、座長を経験する事はロータリー活動そしてロー

タリアンとしての自分の中で考えを整理する大変良い機会

だとそのように思います。私共も今年度事業を進める上で、

今日の各座長の炉辺の内容を十分に考慮しながら今年度

の事業に取り組んで行きたいと思います。また、今日の

ガバナー公式訪問準備会に付きましては８月６日にガバ

ナーがお見えになると言う事で久保幹事から詳細に渡っ

て各五大委員長を始め各委員長方と準備を進めておりま

す。この件につきましては、この後久保幹事から監事報

告の中で皆様にお話が有ります。今日は炉辺会合の座長

の皆さんに十分な時間を取って頂きたいと思いますので

以上で会長挨拶と致します。

■幹事報告 幹事 久保 康夫

真岡商工会議所ゴルフ大会の案内が来ております１０月

７日開催です。今年度はロータリークラブの公式行事とは

致しません、今年度も理事会で通しましたが正式な真岡

ロータリーゴルフコンペは年に１回とさせて頂きました。商
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しまいましたが、手違いでございました、２週続けて休みます

と報告を頂いておりましたがその２週が抜けていた為休みと

勘違いをしてしまいました川堀さん大変申し訳ありませんで

した。ですので、今のところ無断欠席者はおりません。
次のガバナー公式訪問の準備の件ですが、通常通りガバ

ナーを会頭室で受け入れ案内して話をします。皆さんには、質

問事項が書かれてありますこれについてお答え願える様に１・２

番目のクラブ活動の目標は会長が答えますので、３番目の五

大奉仕プロジェクトに関する質問と言う事で奉仕活動・職業奉

仕活動等皆さん色々と打ち合わせをして頂いていると思います

ので後で用紙をお渡しいたします。五大委員長の部分だけは良

く勉強して頂きたいと思います。ガバナー補佐に来て頂いた時、

質問に答えられる様に各会員と話し合っていただければより一

層真岡ロータリークラブらしい意見が出せるのではないかと思

います。

■本日のスマイルボックス 見目 良一 君

柳澤 正弘 君

工会議所ゴルフコンペはあくまでも任意での出席となります。

クラブから参加以来はありません、参加して頂いた皆様には

表彰式迄の参加協力をお願い致します。その後当クラブ

親睦委員の皆さんにご協力を頂きゴルフコンペに出席さ

れなかった方も参加して頂き２次会を執り行いたいと思

います。

第２９回芳賀教育美術展の協賛金納入３万円のお願い

が来ており８月の理事会に諮りたいと思います。

真岡パートナーシップ会議から連絡事項が来ています。

杉田会員が役員になっております、不法投棄調査・エコ

バック普及調査と言う調査会が有るそうですのでその件

につきまして勉強し理事会に諮りたいと思います。

次にロータリーの友電子版の案内です。ホームページ

rotary-no-tomo.jpでホームページに入ります。IDが

rotary・パスワードも同じでrotaryどちらも小文字でご

ざいます、そうしますと電子版に入ります。会報やホー

ムページ掲載などに会報委員・広報委員の方絶対に使わ

ないで下さいとの事です宜しくお願いします。

ロータリー米山記念奨学会北関東学友会栃木から奨学

会総会並びに研修旅行の案内が来ています。ダット君

シェン君２名が参加したいと言う事なので奨学生の旅行

と言う事で、静岡方面に行く予定で富士山が「行きた

い・見たい」との事で石田さんの配慮で「じゃ行かせて

あげよう」と言う事になり、本人たちの義援金・支援金

も来ていますし行かせてあげたいと思います。何かあり

ましたら言って下さい。理事会に諮ります、何もなけれ

ばそのままで宜しくお願いします。

米山奨学会より普通寄付の依頼が有ります。これは皆

さんに伝えてあるとは思いますが、１７日に会員引き落

とし後振込致します。前期分１，５００円だったと思い

ます、会員全員を掛けると７５，０００円になると思い

ます。

次も、米山奨学委員長研修会議の案内です８月２３日

研修委員会が有ります。廣田委員長と私、久保で参加か

せて頂きます。

ガバナー事務局より出席率計算率の報告と休会につい

ての通達が来ています。難しい計算ではないと思います

が、出席免除の方が増えれば分母と分子が増えると言う

事で計算して下さい。

野球大会の代表者会議が有ります、栃木東と打ち合わ

せをさせて頂きまして７月２９日杉田さん栁田さんと私

久保でグランドホテルで代表者会議を行ってまいります。

皆さん自主トレをお願いします。大会は１０月の予定で

すので余裕はあると思いますので、暑さがなくなってか

ら練習をしたいと思います。

それから川堀さんですが前回無断欠席と発表して

■委員会報告 プログラム委員長 石川 久雄 君

野球頑張るぞ(＠_＠;)

今までプログラムから月初会の時に１カ月の予定表を出して

来ましたが、これからは会報の一番後ろに月間予定の中に書

いて有り重複する為用紙の無駄になると思いますので月初会

の予定表を廃止したいと思います宜しくお願い致します。

田村浩次会長

今日のプログラムは炉辺会合発表となります。座長の皆

様大変ご苦労様でした。発表を宜しくお願いします。

久保康夫幹事

荒天の中例会出席ありがとうございます。炉辺会合発表、

座長さんご苦労様です。

杉村久夫会員

早退させて頂きます。

岡本俊夫会員

中川SAA、炉辺発表宜しくお願いします。先日は広瀬PP

心遣いに感謝申し上げます。御同席頂いた先輩・仲間に御

礼申し上げます。次回例会は平野AGが来訪されます、親ク

ラブとしての大人の対応求めます。

廣田茂会員

雨の日も、風の日も例会に出席です。

金子正男会員

炉辺会合発表の皆さんご苦労様です。太田君発表宜しく

お願いします。会長・幹事も板について来てもう半年以上

座って居る様な顔をしていますね。

中川宏行会員

炉辺会合第５グループ山前地区の皆様全員参加に感謝し

ます。

久保賢司会員

今週の火曜日に真岡西RC例会に行ってまいりました

大変為になりました。いかし、この会場で頂くお昼の方が

落ち着きます。

栁田尚宏会員

皆さんこんにちは。私にとっては今日が初年度となりま

す。２週に渡りお休みしました、今年もよろしくお願い致

します。

柳澤正弘会員

坂本座長様お疲れ様でした。炉辺会合発表宜しくお願い

致します。

うらへつづく
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渡邉佳寛会員

自分で手掛けた会報がやっと出来上がりました。不具合が

有りましたらお許しください。

石井誠会員

月初会では私と家内に誕生日祝を頂きあるがとうございま

した。

見目良一会員

先日の芳賀・市貝地区の炉辺会合ではお世話になりました。

小林座長ご苦労様でした。発表とても楽しみです。

■炉辺会合報告

真岡地区第１グループ 座長 太田 浩彰 君

私たち真岡地区第１グループは７月１日に炉辺会合を開催い

たしました。

今後の真岡ロータリークラブに望む事

・出席率の向上

皆さん、目標として皆出席を目指して頑張ってはいるが会

社の中での立場が有りながらRCへの出席向上は思ったより大

変なことが有るので皆さんにもご理解を頂きながらMUにも心

掛けて行きたいと思います。折角アプローチをして新会員と

して来て頂けるメンバーに対してまだ慣れのないメンバーと

言う事で心遣いや気遣いは重要ですので思いやりを持って欲

しい。

・席順について

席順が最近は固定化されているのでランダムにしてはどう

か、新メンバーは何処に座ればいいか戸惑ってしまうと言う

事から座席指定の番号札等何処へ座ればいいのか明確にして

あげてはどうか。

・会員増強について

会の為にも出席率を上げ、会員増強委員に任せるのではな

くメンバー全員がやろうと思いを持って意識して頑張って行

きたい。会員が少なくなれば会を運営して行く為の経営が困

難になる恐れが有り、会費を上げる事に繋がってしまう為会

員減少は避けなければならない。５０周年事業の時には会員

増強をしましたが出席する事なく退会された実情が有ったと

聞いています、その事を踏まえて６０周年事業を迎えるに当

たっては、目先の事だけでなくしっかりとしたビジョンを

持って考えて行かなければならない。数年前に周年事業が

有った時には他クラブより少ない参加者で恥ずかしい思いも

した経験が有る為私たち真岡ロータリークラブは他のクラブ

に劣る事なく真岡で世界大会が出来るよう頑張って行きたい

と思います。来年の世界大会は韓国が開催地ですが世界大会

に出席した場合はメイクになるのか親睦旅行扱いになるのか。

・家族親睦旅行について

家族親睦旅行も最近は会員の親睦旅行になってしまってるので

はないか、ご婦人方の参加者を増やす努力も必要なのではない

か、一泊でなくてもより充実した旅行の企画も必要ではないのか。

本来家族親睦旅行は会長・幹事のお疲れさん会も兼ねていたは

ずではなかったのでは、その為には早くからの計画が必要ではな

いのか。

・ロータリー杯について

サッカー・バレーボール大会の時出席するメンバー

が何時も一緒のような気がするが、ロータリーとして

開催している訳ですからより多く参加して頂ければと

思います。もっといろいろな対外的事業を考えてはど

うか。

・スマイルについて

スマイルを義務化にしてはどうかと言う意見も出ま

した。

RC奨学金制度の検討に関して

・RC奨学金制度について

若い人材を光り輝かせる為にもRCで育ててあげたい

思いから奨学金を考えてはどうか、県立高校は授業料

は免除になっている為県から授業料以外を補助給付金

としてもらえるとの事もありRCもそう言った子達に協

力できればと思います。台湾RCは富裕層が多い為将来

ある沢山の子供たちの為に支援をしていると聞きまし

た、我がRCも奨学金制度を設立し子供たちを支援する

事によりRCの良さを知って頂く事によりその子供たち

が将来真岡RCを支えていく人材になってもらえるので

はないでしょうか。高校２年生を対象にアンケートを

取りどのような考えを持っているのかを聞いてみる事

により必要と思われる生徒を検討してはどうなのか。

ルールとしては将来真岡に帰ってくるのならば返済し

なくてもいい条例を作っては。他クラブではまだやっ

ていない為是非、先駆者としてやってみてはどうか。

会長・幹事１年間喧嘩をしないでください。

■炉辺会合報告

真岡地区第２グループ 座長 坂本 光 君

私たち真岡地区第２グループは７月９日に炉辺会合を開

催いたしました。

今年度の真岡ロータリークラブに望む事

・楽しくやる事

・思いっきりやって欲しい

・最高の人選で有る

・出席率のUP

その時に出た話ですが服装の在り方、公式訪問以外は

人に不快な思いを与えない程度の服装であれば良いので

はないか、その分来賓の方にお持て成しをと言う意見も

出ました。また、％で表すと１人２％なので有るから欠

席者のフォローを如何にすべきか。

うらへつづく
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・近年ロータリーはパフォーマンスで来てる様に感じるとの

意見も有りました。

真岡RC奨学金制度について
・地元限定で有れば（真岡・芳賀・市貝）全員一致で賛成で

すが…急激に進めると軋みが出る恐れが有るので、会員に
負担を掛け過ぎず将来の真岡RC活動に繋がる様にと、広
域信託や基金等の話も出ましたが、継続性の基礎作りが

必要である。実際真岡女子高でも母子家庭の為、各種基

金を紹介したが返済の見込みが難しいとの判断で進学を

諦めた子も居たと言う現実も有ったそうです。

・真岡RCとして早急に実現実行をして欲しい。
・RI財団・ポリオ・米山の近年の使われ方も疑問視されてい
る。

■炉辺会合報告

市貝・芳賀地区第３グループ 座長 小林勇一郎 君

私たち市貝・芳賀地区第３グループは７月１１日に炉

辺会合を開催いたしました。

今年度に望む事

初年度例会の出席率１００％は素晴らしかったので

すが、出席が義務とはゆえ各自仕事をしている訳です

から余りに出席・出席と言われると例会が煩わしく感

じて来て居る方も少なくはありません。出席しようと

思うにはプログラムの内容が重要で、また雰囲気も大

事な要素になる為明るく楽しく元気のある例会にして

ほしい。出席に関しては、メイク扱いのルールを分り

易くしてほしい。

真岡RC奨学金制度に関して

奉仕の実行の一つとしてやるべき事業と思う、「錦

の上に花を添えると、雪の中に添えるのとどちらが大

事な事か」。『錦上添花雪中送炭』（きんじょうてんかせっ

ちゅうそうたん）にぎやかしい華々しい席にさらに華を添

えるよりも、雪に見舞われ苦しんでいる人々の為に炭

を送る事の方が大切だ・・・と言う意味です。大変深みの

あるお言葉を頂きました。米山奨学制度も大変立派な奉

仕活動ですが、もっと足元の真岡地区に奉仕をしたいと

思います。奨学生の選抜の為にも学校とのコンタクトは

重要ではないか、奨学金を始めるより前に、例えば全国

大会の出場が決まったクラブや個人に対して奨励金を出

す等して真岡ロータリークラブをもっとPRし、ロータリーと
は何かと言う認知度を高める必要があると思う。奨学金

は返還なしの奨学金とし、但し何度か例会に出席しても

らい現況報告等を義務とし、出しっ放しにならない様にし

なければならない。

将来、ロータリアンとしての活躍を期待したい。ス

タートしたならば当然継続事業となる覚悟して始めな

ければならない。例えば、資金はスマイルを全額当て、

会の運営はスマイルを当てにせず運営して行く方法と

か。運用開始に向け、今年度は基金の設立等の土台固

めをして欲しい。

頑張るぞー

■炉辺会合報告

二宮・中村地区第４グループ 座長 栁田 尚宏 君

私たち二宮・中村地区第４グループは７月６日に炉辺

会合を開催いたしました。

今後のロータリーに望む事

１点目は、会員に出席率についてでありますが、出

席率UPを強要する事なくいつでも来易いロータリーで

有るべきではないか、自分の仕事を裂いてまで出席す

る事は自分の仕事を疎かにしてしまう事も懸念されま

す。他のクラブとの交流も兼ね出席率UPの為には自分

の空いた時間でメイクに行ってはどうか、そうする事

によって自分自身のスキルの向上にも繋がるのではな

いのか。

２点目は、メイクについてですが、何時からかはっ

きりしない所では有るが議員は議会・行政視察等があ

る場合はメイク扱いになっているとの事で本来は欠席

で別途メイクをすべきではないのか。他クラブではそ

ういった扱いにはなっていないそうです。ロータリー

としての活動等に出席した場合はメイク扱いで良いの

では、例えば、夏の野球大会そしてロータリー杯の

サッカーやバレーボール等への参加協力をして頂いた

時等ロータリー事業の一環の場合。他クラブでは理事

会に出席するとメイクとして認めて頂いている所も有

ると聞いています。

３点目は、月初会のあり方についてですが、ここ近

年、月初会の内容のボリュウームが多いせいかコー

ヒーブレイクの時間が少なくなってきたのではないの

か、ロータリーの月初会はみなさんの交流を図る場所

であるべきは。

月初会とは違いますが、例会における席順が前年度は

固定されたような形になっていたようですが、今年度

は毎回でなくても席替えをしてはどうかなどの意見が出

ました。

次に奨学金制度についてですが。

現在は、米山奨学金として対外事業を行っていますが、

身近に困っている人に多少なり協力をしても良いのでは

ないか、その為には、今後の課題として60周年記念事
業も考慮し長期計画委員会等と言う委員会を立ち上げ

てはどうか、他のクラブの意見等参考になるものを取り

入れて行き今日・明日で決めるものではない。やるから
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には継続は力なりと言う事で取り組んで行き単発的な

考え方をせず間違いのない事業にしていかなくてはな

りません、今ここでやれるか、やれないかを判断する

ものでもありません、その為にも時間をかけて委員会

を立ち上げるべきではないかかとの意見が出ました。

それと一般会員は理事会に出席している訳でなく全体

の把握もしづらく運営に対して分らない事が沢山有る

為、もっと解り易い運営に心がけるべきではないのか

という意見も出ました。

■炉辺会合報告

山前地区第５グループ 座長 中川 宏行 君

私たち山前地区第５グループは７月７日に炉辺会合を

開催いたしました。

今後のロータリーに望む事

第５グループになると大半の意見が出てしまいまし

たので掻い摘んでお話しします。楽しい例会にしてほ

しい、会長・幹事においてはもめごとのない会の運営

をして頂きたいと思います。炉辺会合は皆さんの意見

が素直に聞ける場で有る為大切にして欲しい、常に会

が良くなる様に会員全員が考え会長・幹事に報告、相

談をして良い会になって欲しい。

次に、真岡ロータリークラブ奨学金制度について、

現在の米山奨学金制度に結構の方が疑問を持っている

方が多いと言う事が分りました、中国・韓国の方が特

に多いと言う事でしょうか。

真岡ロータリークラブ奨学金制度について

最後にこの制度を立ち上げるについて実行委員会を

立ち上げ長期的計画、数年かけて実行できるか否かと

言う事でまとまりました。
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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

月
初
会
・
会
長
方
針

4,310

30,000

0

前回までのその他繰越金 0

前回までの米山繰越金 4,130

累計

100.00%
48 44 4 91.67%
50 2 45

事前ＭＵ 事後ＭＵ 出席

月
初
会

（
８
月

）

炉
辺
会
合
報
告

■出席報告

年
初
会

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

前回までのスマイル繰越金 190,000

米　　山 0

8月

0

220,000

合計金額 224,310

ビジター

合計

累計

0

累計

その他

30,000

■月間予定

会員

在籍５１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７月２日
７月１６日

84.74%

欠席 出席率 本年度累計出席率
3

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

ガ
バ
ナ
ー

公
式
訪
問

ガ
バ
ナ
ー

補
佐
訪
問

７月２３日（木）

ガバナー補佐訪問

クラブ協議会

■本日のプログラム ■次回のプログラム

７月３０日（木）

月初会

誕生日祝

結婚記念日祝

■本日のお食事■本日のスマイルボックス
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