
【真岡市　高田山専修寺】

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日
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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」

２０１５．７．３０ ＮＯ．２７６１

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 久保 賢司君

会長 田村 浩次君

奉仕の理想

しもつけＲＣ直前会長 山本郁夫様

同直前幹事 中島 一成様

真岡西ＲＣ 細谷 覚様

■会長挨拶 会長 田村 浩次君

連日大変猛暑が続いていますが、皆さん体調はどうです

か？これだけの人数が来るという事は、皆さん体調管理が

しっかりしているんでしょうね。

今日は７月３０日ですが次週８月６日ガバナー公式訪問が

ありますので、月初例会の会員・会員婦人の誕生日・そして

結婚記念日のお祝いを今日行います。

本日お越しになられてますお客様を紹介いたします。

しもつけロータリークラブ前年度会長 山本郁夫様、前年度

幹事 中島一成様、真岡西ロータリークラブより 細谷覚様

においでいただいております。どうぞごゆっくりおくつろぎ下

さい。

今日は本来ですと会員の奥様がお見えになる予定でした

が、残念ながら誰もお越しいただけなかったようです。

８月は会員増強、会員拡大月間になっております。国際

ロータリーの中で毎月いろいろな特別月間があります。

ロータリーの友が配布されお手元にあると思いますが、国際

ロータリーもだいぶ忙しいらしく、昨日メールが届いて名前が変わ

りました。会員増強地域クラブ結成推進月間になりました。 その

ようなわけで、皆様、会員増強のご協力よろしくお願いします。

今年度は50名の会員でスタートしております。７月の段階で新
入会員が２名おりまして、52名です。実際に皆様からの新入会員
の情報もございますので、ぜひとも会員増強委員会の大瀧和弘

さん・広瀬紀夫さん、８月のうちに新入会員を増やしていくため、

ご協力お願いします。１ケ月ではなく、１年を通しての会員増強を

よろしくお願いします。

来週のガバナーを交えての懇談会では真岡ＲＣは56名で提出
してあるので、ぜひとも出席をよろしくお願いします。また、その時

に新人２名のバッジ授与式があります。夜間例会ではありますが、

多数のご参加よろしくお願いします。
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しもつけＲＣ前年度会長 山本郁夫様

皆様こんにちは前年度会長を務めました山本です。前年度幹事中島さんと共にお邪魔し

ました。この1年間は長いようで短かったですが、私にとっては充実した1年を過ごさせて
いただきました。会長という肩書は町内会の育成会の会長以来でした。ロータリーの会長

の重みをしっかり昨年１年間、身にしみて感じることができました。どこに行っても、会長と

いうことでセンターの位置に座ることができましたが、本当に皆様のおかげです。何とか７

月中に挨拶に来られましたのでほっとしております。大変お世話になりました。

しもつけＲＣ前年度幹事 中島一成様

中島です。１年間大変お世話になりました。真岡ロータリーさんには大変縁がありまして、

１番最初にチャーターナイトに初代幹事で参加させていただき、会場満杯の人達を見て

非常に感動しました。いい刺激を与えてもらえるクラブだなと思いました。

会員

３日 久保 賢司 君

１０日 岡本 俊夫 君

１４日 川堀 哲男 君

１８日 広瀬 紀夫 君

２４日 福原 一郎 君

２６日 杉村 久夫 君

ご夫人 会員名

５日 海老原富士枝様（海老原 均君）

１１日 久保 法子 様（久保 康夫君）

１３日 平石 美紀 様（平石 典嗣君）

２８日 石塚 幸子 様（石塚 龍夫君）

御来訪いただきました皆様ありがとうございます。

８月に誕生日を迎える方、結婚記念日を迎える方、

おめでとうございます。

皆様の末永いご多幸を祈念し、また、大変暑い日が

まだまだ続くと思いますので、どうぞご自愛下さいま

すよう重ねてお祈り申し上げまして、乾杯したいと思

います。

■お客様ご挨拶 しもつけＲＣ前年度会長 山本郁夫様

しもつけＲＣ前年度幹事 中島一成様

■８月に誕生日を迎える会員および会員ご夫人 ■乾杯の音頭 篠原 泉 ＰＰ
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第２回理事会報告

①ガバナー公式訪問写真撮影について

席順と入江写真店への撮影依頼

②ガバナー公式訪問記念品について……真岡木綿

③2014-15年度決算報告について

④第29回芳賀教育美術展協賛のお願い……３万円

⑤納涼家族例会について（親睦活動委員会より）

⑥７月決算報告

⑦メイクアップについて……炉辺会合はメイクアップ対象

⑧サッカー協賛金……１万円

⑨スマイル委員会報告

⑩身障者と老人の運動会について

８月８日小倉さん説明会出席 助成金決定￥263,996-

⑪その他

会報記事の一部削除、訂正等は委員長一任 以上すべてが承認されました。

マイロータリーの登録は

来週のガバナー公式訪

問までに50％達成を目
指しております。

今日現在で15名登録で
きました。あと11名で目
標を超えることができま

す。マイロータリーに入

れば世界中どこでも本

人確認とれますので、

皆様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

訂正のお詫びです。今回の

会報のスマイル合計が前々回

の合計ですので金額を直した

のをホームページに掲載させ

ていただきます。

先程の幹事報告にあったよう

にスマイルを含めて文章の訂

正は会報委員長一任とさせて

いただきましたので、悪意のな

い、趣旨の変わらない内容の

修正をさせていただきます。

会員増強委員会から２つのお願いがあります。

会員一人一人が、身近な人にロータリークラブに入る人

いないのかなって、頭において活動してください。

あと１つのお願いは、今年１年間ロータリーを辞めないで

下さい。これは心からのお願いです。

■幹事報告 幹事 久保 康夫 君

■委員会報告① 広報委員会 石塚 龍夫 ■委員会報告③ 会員増強委員長 大瀧 和弘

昨日2550地区 第21回親善野球大会の代表者会議が
ありました。大会は10/25（日）、場所は足利市総合運動公
園で行います。近年参加してなかった足利地区の野球部

合計10チームでの大会を開催します。９月から練習を始
めますので皆様よろしくお願いします。今大会では昨年の

ような２連敗がないように勝ちを目指していきますので、よ

ろしくお願いします。

■委員会報告④ 野球部キャプテン 杉田貞一郎君
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■本日のスマイルボックス 柳澤 正弘 君

見目 良一 君

しもつけＲＣ 直前会長 山本郁夫様

直前幹事 中島一成様

昨年一年間大変お世話になりました。今後とも宜しくお

願い申し上げます。

田村浩次会長

８月に誕生日、結婚記念日を迎える会員並びに会員婦

人婦人の皆様おめでとうございます。来週月初例会日に

ガバナー公式訪問がありますので今日の例会日があてら

れました。申し訳ありません。ゆっくりと例会をお過ごしくだ

さい。

久保康夫幹事

しもつけＲＣ前会長山本様、前幹事中島様、真岡西ＲＣ

細谷様ようこそ！

本日は妻の誕生日のお祝いを頂きありがとうございました。

合唱の東京公演の応援の為欠席です。申し訳ございま

せん。

宇南山昭信（しょうしん）会員

父母会のうた、私が作った歌詞に曲が付けられ、プロ歌

手が歌うＣＤがやっと出来ました。以前に作詞した子供の

盆踊り音頭も合わせてＣＤ化しました。いつか聞いてみて

下さい。作詞した歌がオーケストラで演奏されるのは楽し

いものです。

岡本俊夫会員

しもつけＲＣ山本直前会長、中島直前幹事、昨年は何か

とお世話になり感謝申し上げます。本日のご来訪歓迎申し

上げます。68才の誕生祝ありがたく頂戴致します。
例会出席向上に協力を頂きうれしく思います。

福原一郎会員

しもつけＲＣ前会長山本様、中島様ようこそ！真岡西クラ

ブ細谷様ようこそ！

夏中（なつなか）の感じながら間もなく立秋。

誕生祝をいただきありがとうございます。

広瀬紀夫会員

しもつけＲＣ山本さん、中島さんようこそ。誕生祝ありがと

うございます。

海老原均会員

しもつけＲＣ前年度会長山本さん、幹事の中島さんよう

こそ。旧友に会ったよろこびは、ひとしおです。ごゆるりと

していって下さい。

妻の誕生日祝いありがとうございます。

廣田茂会員

申し訳ありません。本日は早退させて頂きます。

大瀧和弘会員

しもつけＲＣ前会長山本様、前幹事中島様、西ＲＣ細谷

様ようこそ！

（来月）結婚記念日誕生日を迎えられた皆様おめでとうご

ざいます。

柳田尚宏会員

７月最後の日ですが、８月の都合で今日は月初会です。

８月の誕生日・結婚祝いの方おめでとうございます。暑さ

厳しい中、熱中症などに気をつけてお仕事して下さい。

坂本光会員

しもつけＲＣ真岡西ＲＣのお客様いらっしゃいませ。

８月の誕生日、結婚記念日祝の方おめでとうございます。

太田浩彰会員

お誕生日祝いの皆様おめでとうございます。

しもつけＲＣの皆様ようこそ。

本日の会報担当は私なので、いつも以上に気合いを入

れてがんばります。

渡邉佳寛会員

しもつけＲＣの直前会長、直前幹事、真岡西ＲＣの細谷

様ようこそいらっしゃいました。８月に誕生日、結婚記念日

を迎えられる方々、おめでとうございます。

８月６日のガバナー公式訪問では、一般メンバーは

17：40に集合するようお願いいたします。

■幹事追加報告 幹事 久保 康夫 君
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前年度幹事の田村です。

昨年度は大変皆様にお世話になりました。ありがとうございます。

現況報告書の中の大きな金額の変化だけ説明させていただきます。収入項目は例年通りに予算組みをしました。会員

収入でやりくりをすることになりました。今年度は義務登録が発生する事業、特に花見例会・月見例会に関しては義務登

録でやることを進めていました。台湾・斗六からお客様がお見えになりましたから、この件に関しても義務登録で集めさせ

ていただきました。

金額につきましては¥597,000の義務登録費がありまして、内訳としては11月の斗六からの歓迎会で¥371,000、花見例
会では¥220,000 最終例会¥6,000、諸会費・登録料・負担金につきましては、少年サッカーの負担金・スポンサー資金を
皆様から¥162,000、クリスマス・忘年会の家族分が¥117,000で、合計¥279,000になります。予算額が¥12,459,465、決算金
額が義務登録費・諸会費等を含めて¥13,706,066、比較で¥370,601の収支報告とします。
支出の方では地区大会費が¥540,000になってますが、これは地区協力金に組み込まれていますので訂正します。
例会費の553,775円なんですが、残念なことに出席率が82.8％のため、これだけの金額が消化できなかったようです。
そのために次期繰越金が¥353,008になります。基本的にロータリーは一般会計で運営することになってますので、ご理解
下さい。皆様の会費収入で事業を行うことができましたことをここに報告します。

なお、特別会計に関しましては、スマイルボックスの収入合計が¥2,442,095になります。ご協力ありがとうございました。
利用については奉仕活動に使うことを目的にしてますので、例年と同じ内容で支出させていただきました。その中で

¥920,000円の次年度繰越金が皆様のご協力のお陰でできましたこと、改めて感謝申し上げます。
結果として、同年事業用積立金¥2,452,280、財務調整金¥804,797が、昨年度の決算報告となります。

■決算報告 前年度幹事 田村 浩次 君

昨年との大きな違いとして、今年の予算においてはスマイルボックスの合計36,000×51名分を一般会計に組み込ませ
ていただきました。その使用目的として、各委員会の予算に割り振りました。今までですとスマイルのお金が不明に流れ

る点があったためです。このお金はあくまでも奉仕目的に使われると思って下さい。

■２０１５～２０１６年の予算報告 幹事 久保 康夫 君
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8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
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金土日

6月出席率

ビジター 2,000

合計 38,000

累計 315,130

前回までのスマイル繰越金 277,130

会員 36,000

前回までのその他繰越金 0
その他 0
累計 0

前回までの米山繰越金 4,130
米　　山 0
累計 4,130

合計金額 319,260

■月間予定
9月

ガ
バ
ナ
ー

公
式
訪
問

特
別
休
会

月
初
会

（
９
月

）

真
岡
市
観
光
協
会
長
卓
話

（
軽
食

）

納
涼
家
族
例
会

（
夜
間
例
会

）

出席率 本年度累計出席率
補正後７月１６日 48 1 45 3 93.75%

■出席報告
在籍５１名 出席免除１名（資格者０名　＋　有理由者１名）
例会日 出席義務 事前ＭＵ 事後ＭＵ 出席 欠席

98.00%
7月出席率 8月出席率 9月出席率 10月出席率11月出席率12月出席率 1月出席率 2月出席率

７月３０日 50 49 1
3月出席率 4月出席率 5月出席率

84.74%

８月６日（木）

ガバナー公式訪問

ガバナー・会長・幹事懇談会

夜間例会・クラブ協議会

■本日のプログラム ■次回のプログラム

８月１３日（木）は特別休会

８月２０日（木）

納涼家族例会

（夜間例会 18:30集合）

■７月３０日のお食事■７月３０日のスマイルボックス
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