
【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」

２０１５．８．２７ ＮＯ．２７６４

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

金子 正男君

会長 田村 浩次君

それでこそロータリー

真岡市観光協会会長

篠原 泉様

■会長挨拶 会長 田村 浩次君

先週は皆様方のお陰で

素晴らしい納涼家族例会

を催すことができました。

改めて御礼申し上げます。

８月６日のガバナー公式

訪問を終えて大きな事業

が終了し、いよいよクラブ

事業方針に沿った活動が

出来る時期となりました。

内容や多くの経験を積んだ中での人生観など、先輩会員とま

だ入会歴の浅い会員が話し合い、多くの情報を交わし合う場

所になれば良いと考えています。

私が入会して３年ぐらいの時期に、杉村ＰＰが例会場に入る

とき一礼をなさいました。私は後ろからその姿を見ていました

が、会場内には人がいませんでしたので、杉村さんにだれに挨

拶したのかを尋ねると、「真岡ロータリークラブは以前から、例

会は修行の場であり、多くの仲間に会うことにより自分の資質

を高める場所だから、会場入りするときはよろしく、そして退室

するときにはありがとうございました、そのような姿勢で例会に

参加しているんだよ。」と説明して下さいました。杉村さんは普

段あまり多くを語る方ではないですが、このことでロータリアン

精神を学ばせて頂きました。

例会はただ昼食を食べる場所ではなく、多くのロータリアンと

貴重な時間を共有し、切磋琢磨する空間であると思います。各

会員が例会の中で何かを感じ、また刺激を与えてもらう、その

ような例会でありたいと思います。

今日は篠原ＰＰの卓話です。真岡市観光協会会長としての卓

話ですが、今まで多くの役職を通じて経験なさったお話、また

「男のロマン」にあふれる長いロータリアン経験で得た哲学を、

多少の脱線話を交えながら、入会経験の浅い私たちにご教示

頂きたいと思います。

今年度のクラブ方針の中に例会内容の充実があり

ますが、昨年の炉辺会合の後に行ったクラブ協議会

で、現在クラブの会員入会年数が１０年未満の会員

構成が３分の２を超え、クラブの伝統やロータリアン

の歴史の継承が難しい時期に入っているという話題

が出ました。例会を通じて、各会員の仕事の
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改めまして６日のガバナー公式訪問出席率100％達成あ
りがとうございました、出席委員会はじめ、会員の皆様の

ご協力に感謝申し上げます。

商工会議所ゴルフの出欠を本日受け付けています。まだ、

お申し込みでない方は親睦委員会まで申し出てください。

財団の地区研修がホテルイタヤで行われ、廣田委員長が

参加されました。ご苦労様でした。

職業奉仕セミナー、会員増強セミナーの案内が来てます。

辻職業奉仕委員長、石塚広報委員長、大瀧会員増強委

員長が出席される予定です。

９月のロータリーレートは124円です。

■幹事報告 幹事 久保 康夫 君

■委員会報告 会報委員長 市村 忠男 君

今日は会報を２回分配布させて頂きました。それぞれワー

ドとエクセルと、担当者の作りやすいソフトで作っております。

多少の違いがありますが、どうぞご覧下さい。

今日ここに立ちましたのは、８月６日号に掲載したガバナー

の卓話の中に、従来先輩方からお聞きしていたロータリーの

常識を覆す内容がありましたので、ぜひ呼んで頂きたいと

思ったからです。

具体的には、親睦と親睦活動の違い、不連続の連続では

だめだということ、長期計画が必要であることなどが、特に強

調されています。とにかく、ぜひお読み下さい。

■本日のスマイルボックス 柳澤 正弘 君

見目 良一 君

●田村浩次会長

先週の家族納涼例会にあたり、多くのロータリア

ンファミリーに参加していただきありがとうござい

ます。会員各位の協力に感謝します。又親睦委員会

の皆様おつかれ様でした。

今日は篠原PPの卓話よろしくお願いします。

●久保康夫幹事

篠原泉観光協会会長様、本日は卓話ありがとうご

ざいます。

●宇賀神祐一エレクト

篠原泉真岡市観光協会会長様、本日の卓話よろし

くお願いします。

●篠原泉会員

真岡市観光協会でございます。本日は卓話をさせ

て戴くこと、ありがとうございます。私は話をする

事が得意ではありませんので、失礼する事が多いと

思いますが、協会の現況と私の思いについて少々お

時間をいただきます。

●宇南山照信会員

篠原観光協会会長様、楽しい話を聞かせて下さい。

市の観光をどこに導くか聞けることを期待します。

●金子剛士会員

篠原泉さん、本日は卓話ご苦労様です。真岡の観

光発展のため、ご活躍を期待申し上げます。

●岡本俊夫会員

篠原泉観光協会長さん、本日は幅広く活躍されて

おられる感覚の中から珠玉の話を拝聴させて頂きま

す。微力ながら真岡木綿会館を担当する者として、

大いに連携をさせて頂きたいと思います。真岡木綿

踊りと栃木SC支援真岡市民デーの２日間続けての実

行委員長無事終了いたしました。

●福原一郎会員

真岡市観光協会長の篠原泉様、本日は卓話ご苦労

様です。各地で「マチオコシ」がさかんです。ます

ますご活躍下さい。

●石田順一会員

観光協会長篠原泉様、卓話拝聴させていただきま

す。健康に留意されまして、真岡市の観光発展に、

ご尽力下さいませ。

●広瀬紀夫会員

篠原観光協会会長、卓話ありがとうございます。

次頁へつづく
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●海老原均会員

本日は真岡市観光協会会長篠原会長卓話ありがとう

ございます。先日先輩がホールインワンした夢を見ま

した。いつまでも元気でガンバッテ下さい。

●三澤幸光会員

私共真岡市将棋連合会は、真岡市観光協会に日頃よ

り親子将棋教室として岡部記念館を利用させていただ

いており、感謝申し上げます。篠原協会長の卓話宜し

くお願いします。

●大瀧和弘会員

篠原泉パスト会長、卓話楽しみにしています。

●大越正和会員

真岡市観光協会会長篠原泉様、卓話宜しくお願いし

ます。

●見目良一会員

真岡市観光協会会長篠原泉様、本日は卓話誠に有難

うございます。静かに拝聴させて頂きます。

●豊田光弘会員

篠原PP、本日は真岡市観光協会会長としての卓話あ

りがとうございます。真岡市観光の状況をしっかり学

ばせていただきます。

●柳田尚宏会員

今日は所用により出席できず申し訳ありません。篠

原泉PPの卓話を拝聴する事ができないのが残念です。

ウィークリーレポートで拝見させて頂きます。

●平石典嗣会員

9月17日、内部卓話の担当となりました。今からドキ

ドキです。今日から頭を悩ましてお話しすることを考

えます。

●柳澤正弘会員

真岡市観光協会会長篠原泉様、本日の卓話誠にあり

がとうございます。楽しみにしております。

■外部卓話 真岡市観光協会会長 篠原 泉様

石川プログラム委員長から大変ありがたいご紹介

を頂き、恐縮しております。今日は家でくつろぐと

きの眼鏡をかけてきてしまい、文字が読みづらい状

況です。

ご紹介の中にホールインワンの話がありましたが、

ご意見番の岡本俊夫PPにも黙っておりました。真岡

を挙げての祝賀会などを開かれると困るからです。

４月に、合計年齢が320歳になる４名で芳賀CCを回り

ました。東コースの２番137ヤードを７番ウッドで打

ちますと、私がティーを拾っている間に同伴者が

「入った、入った！」と大騒ぎをしました。以前、

ミサワGCで達成したときはクラブから認定証をもら

えませんでしたので、今回はすぐにコース関係者に

確認させ、何とか認定してもらうことができました。

公にするつもりは無かったのですが、クラブの会報

に載った上、海老原直前会長の夢に出るという経緯

があり、周りに知られてしまいました。

栃木県測量設計業協会会長という経歴をご紹介頂

きましたが、これはまさに職業奉仕の最たるもので

して、私は８年間会長を務めたと記憶しています。

栃木県の会長は全国の理事であり、関東支部の筆

頭理事になります。そのため、月に１・２回上京す

ることになり、好景気の頃は嫌いな銀座のクラブ

（５万円会費）にも通いました。しかしながら、景

気が悪くなると、３千円会費で御徒町の居酒屋で懇

親会を行うことになりました。いずれにしましても、

地方の一会長が中央の人達と深く交わりながら、技

術革新などに力を注いで参りました。

また、真岡RCの42代会長の折は、優秀な岡本幹事

がいましたので自分は何もしませんでした。岡本さ

んは私のときと自分のときと、二度会長を務めたこ

とになると思います。

真岡市観光協会は1985年に設立され、市内の観光

資源の有効活用や三大夏祭り等を施行しています。

多くの事業は行政体が中心でしたので、市長が観光

協会長を兼務している状況でした。しかし、このよ

うな事業は市民の共同参加の下に展開すべきという

観点から、一昨年、民間の経済界において大きな役

割を担う商工会議所に観光協会長の話がもたらされ

たのだと考えております。私はその前年の10月に会

頭を退任していましたので、会長就任にはちょうど

良い頃合いと、田上会頭や篠原副会頭、岡本副会頭

から推されました。大変ありがとうございました。

宇都宮市と足利市は現会頭が観光協会長を兼務し

ています。また、栃木市、下野市、鹿沼市は市長や

副市長が務めています。観光地を多く抱える日光や

那須塩原の会長は、ホテルの社長など、財界の重鎮

です。

昨年と今年推進している観光開発事業をかいつま

んでご紹介します。第１に、真岡木綿のPR、木綿

フェスティバル、市制60周年記念真岡木綿ファッ

ションショーの開催、観光協会ホームページの充実、

真岡駅にあるSLキューロク館の宣伝と誘客などがあ

ります。10月に予定されている久保記念館の開館一

周年記念イベントの企画は、まもなく皆様にご提示

できるでしょう。

また、今年も２～３月に、久保講堂においてひな

祭りを開催しました。段飾り30台、つるし雛60竿

等々が豪華に展示され、県内外から多くの来館者が

ありました。

次頁へつづく
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３～４月にかけての一万本桜まつりは、行屋側水辺公園、北真岡、桜町陣屋、井頭公園等において、桜の美

しさを満喫して頂く行事です。特にSLと菜の花の一体感が素晴らしいと評判の北真岡沿線は、多くの写真マニ

アを集めました。さらに、クラブツーリズムのバスツアーも誘客数確保に貢献したようです。

５月にはバス客対象特別いちご狩りツアーを実施しました。東大島地区の農家を中心に開催されたものです

が、平成25年にバス15台500人の来客数で始まり、翌26年には25台で760名、今年ははとバス６台を含む29台で

900名の方が参加して下さいました。３年目で来場者が倍近くまで増えましたのは、観光協会としてはこの上な

い喜びであります。

10月には真岡木綿ふれあい祭りが開催される予定です。岡本商工会議所副会頭が責任者になると思いますが、

観光協会も協賛者としてできる限りのことをする所存です。

今後新しく採り上げていきたい事業としましては、北関東三県の連携観光事業があります。北関東自動車道

を最大限に利用し、群馬・茨城の各市町村と連携することを模索しております。現に、本年度は「真岡いちご

飯バーガー」が桐生市のイベントに出品される予定です。

次に、真岡木綿着物を着ての街あるき事業があります。これは今年10月から、できれば毎年定期的に開催す

る考えです。県内外の若い女性を対象に、真岡市の観光事業のPRをしていきたいと思っています。市内商店会

のクーポン券発行の企画も考案中ですので、ご協力をお願いしたいところです。

本来ならもっとご紹介したいことがあったのですが、時間となってしまいました。一点だけつけ加えて話を

終えようと思います。

皆さんご案内のように、久保記念観光文化交流館は久保貞次郎氏の旧邸でした。市が建物を保存するという

条件で譲り受け、整備したものです。あの歴史の薫り高い貴重な建物が文化交流館としての位置づけをされ、

記念館、美術展会場、あるいはレストラン、物産館にまで及ぶ様々な文化的風景を提供し、真岡の街を賑わせ

ております。

真岡市観光協会の事業は、このような形で皆様方のご支援、ご尽力を頂かないと運営が難しいものです。真

岡市の経済の活性化、活力ある地域づくりのためには観光協会の役割が大きいと考えておりますので、皆様方

のさらなるご協力を重ねてお願い申し上げまして、話を終わりたいと思います。どうもありがとうございまし

た。

文責：渡邉佳寛

頼近龍会員は台湾の斗六RCで事前メイク、
辻達男PPはびわ湖RCで同時刻にメイク中です。
無断欠席ゼロ、現在も続いております！

今日は４年前のメタボコンビが

司会を務めました。
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９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 1 2 3 4 5 6 7
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月火水

(暫定)

10月

２
７
日
に
振
替

例
会

（
内
部
卓
話

）

在籍５２名
例会日

出席免除１名（資格者０名　＋　有理由者１名）
出席義務

補正後８月６日
８月２７日

97.52%

欠席 出席率 本年度累計出席率
0

96.08%

前回までのスマイル繰越金 513,130

米　　山 0

0

564,130

合計金額 568,260

ビジター
合計
累計

0

累計

その他

51,000

4,130

51,000

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

事前ＭＵ 事後ＭＵ 出席

月
見
例
会

（
夜
間

）

月
初
例
会

■出席報告

94.12%
51 1 51 0

７月出席率 ８月出席率 ９月出席率10月出席率

100.00%

84.74%

4,130

累計

６月出席率

■月間予定

月
初
例
会

例
会

(

皆
出
席
表
彰
・
外
部
卓
話

)

51 8 － 48 3

９月３日（木）

＜月初例会＞

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

９月１０日（木）

皆出席者表彰

＜外部卓話＞

栃木県企業局局長 浅香達夫様

■８月２７日のお食事■８月２７日までのスマイルボックス
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