
【真岡市　高田山専修寺】

本日は、8月6日に行われますガバ真岡
ローターリークラブのガバナー公式
訪問の詳細について平野ガバナー
補佐に　お忙しい中説明においで頂
ました。

今年度の中谷ガバナーは、精力的に各地区のロータリアンと
真剣に 話し合い、国際ロータリー関係の指導を強力に推進する
イメージが有ります。また、現況報告書を確認されてると思いま
すが、今までにない１２項目の内容について明記してあります。
平野ガバナー補佐に印象をお聞きしますと、確かし強い信

念と実行力を感じますが、あくまでも各ロータリークラブの
ありのままのクラブ例会に参加したいとお考えのようです。
しかし、クラブ例会後の会長、幹事に対し各クラブ委員長の
発表を受けた中で、今年度の真岡ロータリークラブの運営を
一緒に考えアドバイスを頂く形となります。既に五大委員長を
はじめ、各委員長は、久保幹事より発表内容についての詳細
について打合せ済だと思いますが、ガバナー公式訪問の際
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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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会長挨拶 会長 田村 浩次

流石 長い伝統と歴史のあるクラブだと総評が貰えます様に、皆

様のご協力を宜しくお願い申し上げます。

平野ガバナー補佐におかれましては、アシストをするのが使命だ

と思いますが、今日は真岡ロータリークラブへの事前指導を宜し

くお願い致します。以上を持ちまして 会長挨拶と致します。

☆お客様ご挨拶☆第2550地区第4G益子RCガバナー補佐
平野 良和様

事務局 塚本 和也様

本日は、ガバナー公式訪問2週間前に各クラブをクラブ協議会と
いう事で訪問する事になっております。日頃より真岡RCの皆様に
はご支援戴きましてお礼を申し上げます。

後程、お手元の標準タイムテーブルに基づきましてクラブ協議会

でご説明致します。内容に付きましては、標準という事で、各クラ

ブの持味を出せる様にご指導致します。

また、ガバナー補佐事務局として 塚本 和也会員も同席してお

ります。

宜しくお願い致します。



☆お客様ご挨拶☆　　　　　　　　　　　真岡西RC直前幹事 ■本日のスマイルボックス
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大越　善彦様　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大越　善彦様　 大越　善彦様 　　　　　　柳澤　　正弘　会員

　 　　　　　　頼近　龍 会員
昨年は、7月より交換留学生の受入れ
から始まりまして　あっと言う間に1年
が過ぎました。私は改めて第4グループ
の会員になり良かったと実感しておりま
す。今年は役職は有りませんが　地区 ′真岡西RC直前幹事　　大越　善彦　様　

委員になり3年間活動させて頂きます。 　 真岡RCの皆様いつもお世話になっております。本日は暑中
本来でしたら7月2日にお伺いする予定でしたが、私用で本日 お見舞いも兼ねましてメイクに寄らせていただきました。田村
になってしまい申し訳御座いませんでした。1年間ありがとう 会長・久保幹事による熱気溢れる1年の幕開けですね。益々
ございました。これからも変わらないお付き合いを宜しくお願 のご活躍ご期待申し上げます。
致します。 ′田村　浩次　会長

今日は平野ガバナー補佐をお迎えしてのガバナー公式訪問
確認事項例会となります。平野ガバナー補佐、宜しくご指導
お願いします。

′久保　康夫　幹事
　 平野ガバナー補佐、塚本事務局様クラブ協議会宜しくお願い
致します。真岡西RCの大越様2日連続、一緒の例会ですね。

幹事報告 　　　　　　　　　　　幹事　　　　久保　　康夫 ご苦労様です。
′宇賀神　裕一エレクト裕一　エレクト

ガバナー月信６月号 平野ガバナー補佐様　本日は宜しくお願いします。
杉山　欣PPが物故会員で ′岡部　貞一郎　会員
平石さん、石井さんが新入 ガバナー補佐の来訪を歓迎して
会員でそれぞれ掲載されて ′篠原　泉　会員
います。 平野ガバナー補佐様、事務局の塚本様ご来訪頂き有難う

御座います。御指導宜しく御願い致します。
＊1年交換留学生募集の案内が 暑い！暑い！本格的な夏の暑さです。ご自愛くださいます
来ております。応募する学生 祈ります。
さんが居れば申し出て下さい。 ′篠原　宣之　会員

　 平野ガバナー補佐ようこそ。体格は別にして、品格・風格・
＊日本事務局経理室から7月クラブ請求が来ています。 人格　全てがガバナーに適していると思います。1年間勉強
　 (27日￥１９０．７１２ー　　　124/＄） して上を目指して下さい。

益子　塚本様　真岡西　大越様　ようこそ。
＊8月6日の中谷ガバナー随行員　地区IAC委員　 ′金子　剛士　会員
　　　　　　　　　　　　　　　　　　栗原　敏之様　平塚　健二様　 平野ガバナー補佐、本日はお役目ご苦労様です。

′岡本　俊夫　会員
＊7月30日例会は8月月初会とさせて戴きます。よって１１：００ 平野AG塚本事務局、本日は宜しくお願い申し上げます。また
　 から理事会を開催致します。 平野さん塚本さん先日は私共3名の慰労をして頂き感謝申し

上げます。ロータリーの友情に浸れた時間でした。
大越さんようこそ！！昨年はお世話になりました。会長を目

◎委員会報告◎ 指して頑張って下さい。篠原さん誕生日おめでとうございます。
　 ′福原　一郎　会員
○広報委員長　　　　　　　　　石塚　龍夫　会員石塚 龍夫　　会員 ガバナー補佐平野様事務局塚本様
今年度ガバナーの方針と致しまして マイロータリー登録 ようこそ！！宜しくご指導ください。
目標が５０％となっておりますので、ガバナー公式訪問日 真岡西　大越さんようこそ。昨年は
までに何としても目標達成をしたいと、お手元に文章を用意 お疲れ様でした。
してあります。ご記入頂きましたらまとめて登録をしたいと ′辻　達男　会員
思いますので、ご協力お願い致します。現時点での登録 第4グループガバナー補佐平野様
人数は6名です。 御指導宜しくお願い致します。

′石田　順一　会員
栃木県に縁のあるクラシックオーケストラを8月9日栃木県 ガバナー補佐平野様塚本様ようこそ
総合文化会館で開催されます。 いらっしゃいました。本日は宜しくお
チケットは　泉食品(久保会員）にてお願いいたします。 願致します。昨晩の奉仕プロジェクト

委員会では、齊藤委員長お世話に
○会報委員会　　　　　　　　　市村　　忠男　　会員 なりました。楽しかったです。
　 今週号のお詫びと訂正で御座います。 ′広瀬　紀夫　会員
エクセル特有の問題と変換ミス数カ所有、申し訳ありませ ガバナー補佐平野様宜しくお願い致
ん。ホームページには修正後を掲載されます。 します。真岡西、大越様ようこそ。

′海老原　均　会員
○親睦委員長　　　　　　　　　豊田　　光弘　　会員 平野ガバナー補佐事務局の皆様よ
　 来月の納涼家族例会の告知で御座います。 うこそ！真岡西RC大越様ようこそ！
8月20日18時30分　会場はフォーシーズン静風 昨日も今日もご一緒されてお世話に
会員の皆様、ご家族の多数の出席でお待ちしております。 なります・



木村　慎太郎　会員 以上がガバナー公式訪問の日程となります。
暑中お見舞い申し上げます。 ◆「現況報告書」は必携です。

′野沢　巧　会員 ◆ネクタイ着用
本年は　煩い出席委員長が昔からの兄弟分ですので ◆出来れば１００％出席・事前ＭＵ奨励
１００％出席目指します。 ◆土産は辞退、簡素な物用意したら如何かと！？
高田まち　皆様お待ち申し上げます。 ◆「ガバナー月信」用の公式訪問報告書　幹事提出
篠原　泉さん誕生日おめでとう！

′齊藤　敏彦　会員 Ｐ．Ｓ
益子ＲＣ平野ガバナー補佐、事務局　塚本様ようこそいらっ ガバナーについての予備知識

昭和２６年１月１日生まれ
真岡西ＲＣ大越様ようこそ　昨日、奉仕プロジェクト委員会 足利東ロータリークラブ所属
の皆様、会合へのご参加有難う御座いました。 お医者さん(中谷医院長）

′金子　正男　会員 １９８６年足利東ロータリークラブ入会
平野ガバナー補佐、塚本ＡＧ事務局様、大越直前幹事様 ２０１１年２０１２年第８Ｇ　ガバナー補佐
ようこそ、最近は会場が大入りなので早く来ないと　席取り 特にフィリピンにおける無償の医療活動を長年続ける
が大変です。なんて素晴らしい事でしょう～出席委員長殿 ２００２年２００３年には当時のＲＩ会長より授与

′大瀧　和弘　会員 国際派で実行力
平野ガバナー補佐、塚本ＡＧ事務局様、本日は宜しくお願 中谷　研一　ガバナー
い致します。真岡西クラブ大越様ようこそ。
会員組織委員会の皆様先日は顔合わせ、打合せにご出席 以上。
頂きありがとうございます。

′大越　正和　会員 非常に楽しいお話をいただきました。（笑）
ガバナー補佐平野様いらっしゃいませ。宜しく御願いします。

なりました。
′久保　賢司　会員
家の娘が今週の火曜日から高校の夏季学習の合宿のため
家にいません。家内と二人きりの夕食は大変緊張致します。

′川堀　哲男　会員
平野ガバナー補佐ようこそ！
昨夜の奉仕プロジェクト委員会　齊藤委員長はじめ委員の
皆様　楽しい夜を送ることが出来ました。大変お世話になり
ました。何事もなく小林さんを送り届けました。

■益子ロータリークラブ様よりスマイルをいただいております。

◎クラブ協議会◎　　　　進行　　　　　幹事　　久保　康夫　

平野ガバナー補佐

ガバナー公式訪問１週間前という事で、若干説明をすると
真岡ローターリークラブには経験豊富な方が沢山おいでに
なりますし、会長・幹事大変有能で　早々と現況報告書が届
きました。昨日は益子クラブでクラブ協議会を行いましたが
まだ益子ロータリーでは　でませんでした。

お手元のガバナー公式訪問のタイムテーブルを配布させて
頂きましたが、皆様　ご承知の事と思いますが、説明をさせ
ていただきます。

内容につきましては、各クラブのスタイル・事情があるでしょ
から自由に採用してください。
今回は、中谷ガバナーの希望もありまして、公式訪問は
午前と午後というかたちになります。
会長幹事懇談会は１時間３０分です。
その後、記念写真撮影とありますが状況を見計らって行え
ば良いと思います。
１８時３０分「クラブ例会」通常ですが中でも特に喜ばれる
事は、新入会員へのバッチの授与となろうと思います。
真岡ロータリークラブでは２名です。
それからガバナー卓話となります。パワーポイントの準備
を宜しくお願いします。
１時間の例会を終わりまして、その後クラブ協議会
ガバナーの確認事項という事で、五大委員長は答えられる
様にしておいて下さい。

しゃいました。先日は大変お世話になりました。

昨日は、奉仕プロジェクト委員長　齊藤様色々お世話に



本日のお食事 

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

スマイル 224,130

米　　山

7月 8月

277,130

累計

ビジター
合計
累計

5,000

累計
その他

会員 48,000

■月間予定

4130

53,000

84.74%

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

46 1 97.87
507月23日

６月出席率
49 1 98

出席免除３名（資格者２名　　有理由者１名）
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

７月出席率 ８月出席率 ９月出席率

炉
辺
会
合
報
告

47 3

■出席報告
在籍５１名
例会日

補正後７月９日

ガ
バ
ナ
ー
公
式
訪
問

ガ
バ
ナ
ー
補
佐
訪
問

10月出席率

月
初
会

月
初
会
・
会
長
方
針

７月３０日

月初会（８月）

誕生日祝・結婚記念日祝

本日のプログラム 次回のプログラム

８月６日

ガバナー公式訪問


