
【真岡市　真岡駅とSLキューロク館】 ※神奈川県　ライス様撮影

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」

２０１５．９．３ ＮＯ．２７６５

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

奉仕の理想

しもつけＲＣ会長 川中子 隆様

幹事 古澤 金子様

■会長挨拶 会長 田村 浩次君

今月の国際ロータリーの特別月間は「基本的教育と識字

率向上月間」です。また、日本においては今まで「ロータリー

理解推進月間」となっていましたが、今年度より「ロータリー

の友月間」となりました。国際ロータリーで推進している特別

月間のテーマを、例会で会長挨拶のなかで会員に紹介する

ことがクラブ会長の責務となっております。そのような訳です

ので、今後できる限り月初会で特別月間について紹介する

よう努めてまいります。

今日は「ロータリーの友月間」について紹介します。 私達

は真岡ロータリークラブに入会するとロータリアンの３つの

義務を果たさなければならないと説明されます。会費納入、

例会出席、ロータリー関連雑誌を読むことが私達の義務で

す。会費納入、例会出席は問題ないのですが、意外とロータ

リー関連雑誌を読む点に関しては個人差があると思います。

自分も、お恥ずかしい限りですが、実は昨年度、幹事職につ

いてからあわてて読み始めました。

多くのロータリー雑誌には普段使わない専門用語があります。

この専門用語が厄介で、なかなか馴染めないのと、必要に迫ら

れなければ理解せずに何とかなるために避けてしまうと思います。

その中で毎月発行されている「ロータリーの友」はたいへん興味

深い内容の情報が満載で、なおかつ読みやすい。そして多くの職

種のメンバーが専門的な知識の深さなどを披露し、感動する文

章が多く紹介され、ロータリー活動を理解するうえで大変参考に

なる情報誌であると思います。今月より、より一層「ロータリーの

友」をクラブのみなさんが興味を持って熟読するようお願いいたし

ます。

■お客様 ご夫人 岡本 トミ様

太田 純子様

齊藤 聖子様

田村 智子様

米山奨学生

トラン ワン ダットさん
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●しもつけＲＣ会長 川名子 隆様

私は９年前に会長を務めさせていただいております。前回はやりたい事が出来なかったので、今年もう１度会長に

挑戦しております。8月12日にガバナー公式訪問があったため、なかなか真岡RCに来られず、今日ようやく来られま
した。

当クラブでも一年交換留学生をフランスから受け入れています。メンバーからいただいた援助を彼らの日本の生

活の糧にしていきたいと思います。最後に、あいさつが遅れたことを深くお詫び申し上げます。

●しもつけＲＣ幹事 古澤 金子様

皆様こんにちは。私も９年前に幹事を務めました。やはり９年前では事情が変ってまして、はっきり言って大変です。

真岡RCに来て２７６５回の例会数と知り、当クラブの９１５回と比べて歴史の違いを感じました。改めて真岡の素晴ら
しさを今回見ることができた気がします。

会員 １日 杉田貞一郎 君

３日 岡本 佳男 君

７日 市村 忠男 君

１６日 宇賀神裕一 君

２３日 宇南山照信 君

３０日 柳 浩雄 君

ご夫人 会員名

１９日 齊藤 聖子様（齊藤 敏彦君）

２０日 岡本 トミ様（岡本 俊夫君）

９月結婚記念日

３日 石田純一 幸子 ご夫妻

６日 杉田 貞一郎 淳子 ご夫妻

９日 太田 浩彰 純子 ご夫妻

３０日 田村 浩次 智子 ご夫妻

皆様こんにちは。早いもので、田村年度が始まり、３カ月目に

入りました。本日はしもつけRCから会長、幹事様がお見えにな
りました。私がガバナー補佐の時、川中子会長には、大変お世

話になりました。

また、本日は奥様方がお見えになってます。旦那様方も日々

頑張っていらっしゃっていますので、これからも支えてあげてく

ださい。

９月が素晴らしい月になりますようにお祈りしながら乾杯しま

す。ご唱和ください。乾杯！

■お客様ご挨拶 しもつけRC会長 川名子 隆様

しもつけRC幹事 古澤 金子様

■９月に誕生日を迎える会員および会員ご夫人 ■乾杯の音頭 篠原宣之 ＰＰ

■RIより記念品贈呈 齊藤敏彦君

家宝にします！
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①基本的教育と識字率向上月間です。

②「箱根、小田原」支援・応援要請

（中谷ガバナー、瀬野地区社会奉仕委員長）に

ついて４Ｇ歩調を合わせる。

③プログラム変更、五大委員長方針発表

（9月10、17日）の内容変更

（内部卓話の予定）について

④例会変更

プログラム通り9月24日を27日(日）に変更。

夜間月見例会について

井頭ﾁｬｯﾄﾊﾟﾚｽＢＱコース

ＢＱ参加者会費4,000‐5：30より例会

⑤炉辺会合の開催、10月8日発表

⑥老人・身障者スポーツ大会について

⑦奨学金制度検討委員会の立ち上げについて

⑧８月会計報告

⑨真岡市からの要請

市長の斗六訪問随行依頼について

日程：11月6日～9日です。希望者の参加を募リます。

⑩地区大会の再案内、ゴルフ、歓迎晩餐会、

総会の選挙人選任届け要請

⑪その他

■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 川中子隆 会長

本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

●しもつけRC 古澤金子 幹事

あいさつ遅くなり申し訳ありませんでした。

本日よろしくお願い致します。

●田村浩次会長

下野ロータリークラブ会長川中子様 古澤幹事ようこそい

らしゃいませ。ダット君チョア君勉学にはげんでいますか。

今月会員夫人の皆様誕生月を迎えておめでとうございます。

結婚記念月を迎えた夫婦の皆様おめでとうございます。私

達夫婦も３８回目の記念日となりました。

●久保康夫幹事

しもつけＲＣ川中子会長、幹事金ちゃんようこそいらっしゃ

いませ。

今月誕生日結婚記念日の皆様おめでとうございます。岡

本さん、田村さん、斎藤さん、太田さんの奥様、ご来賓あり

がとうございます。

●宇賀神裕一エレクト

誕生日祝をいただきありがとうございます。

しもつけRC川中子会長、古澤幹事様ようこそ。
岡本・太田・斎藤・田村４名のご婦人様ようこそ。

●宇南山照信会員

７０才代最後の誕生祝ありがとうございました。２年に亘り

編集した荘厳寺史のマンガ本「タイムトンネル１２００年の旅

荘厳寺」。１６０頁もの本も９月末に発刊できる目途がたちま

した。マンガ家は読売新聞等に書いております若手作家で

す。

うらへつづく

■幹事報告 幹事 久保 康夫 君
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●岡本俊夫会員

家内の誕生祝を頂き、感謝申し上げます。（９月２０日だっ

たと思います）

宗像、青木、角張、馬場４君がガバナー月信に新入会員と

して紹介されています。４君の活躍を期待申し上げます。

私事ですが9/20～22斗六RCにお礼方々訪台に参ります。
●広瀬紀夫会員

しもつけRC会長川中子さん 幹事古澤さんようこそ

田村さん岡本さん斎藤さん太田さんようこそ。

●柳浩雄会員

誕生月お祝いを頂きまして有難うございます。

●杉田貞一郎会員

誕生日、結婚記念祝いをいただきありがとうございます。

５０才の節目を迎え今後も自覚をもち、地域のためがん

ばって行きたいと思います。

●市村忠男会員

誕生日をお祝いいただきありがとうございます。おかげさ

までまもなく還暦を迎えられます。歳月を重ねるごとに体力

の衰えを感じてます。

又、今月誕生日結婚記念日を迎える皆様おめでとうござ

います。

●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。

●齊藤敏彦会員

本日妻の誕生祝、誠にありがとうございます。シワがふえ

ていきます。

●大瀧和弘会員

しもつけRC川中子会長、吉澤幹事ようこそ。
今月結婚記念日、誕生日を迎えられた皆様おめでとうござ

います。

●大堀文雄会員

今月誕生日、結婚記念日の皆様おめでとうございます。

●大越正和会員

下野RC会長幹事いらっしゃいませ。8/30のサッカー大会の
打ち合わせでは田村会長、久保幹事、岡本（俊）さん、柳田

さん、坂本さんお世話になりました。次回もよろしくお願いし

ます。

先週、滋賀県のRCにメイクしてきました事を報告いたします。
メイクは世界中どこのRCにでも参加できますが、重くとらえず、軽い気持ちで堂々と大手を振って参加してください。なぜ、
滋賀県のRCかというと、私の故郷が滋賀県の琵琶湖の近くなのです。だから、旅行がてらに琵琶湖の八幡RCに参加し
てきました。近江八幡市のホテルニューオウミが会場でした。

栃木から来たということで、大変喜んでくれたのですが、会場案内がされず、どこにいていいか分からず困りました。

真岡では、そんなことは決してないと思いますが、例会に来たお客様に対しては、

間違いなくエスコートしてあげてください。

また、クラブソングが存在しており、クラブ愛、郷土愛を感じることができました。

それと、独自の奨学金を持っているらしく、４人の高校生を受け入れているようです。

メンバー１人、毎月1000円を出し合っているとのことです。
ただ、１クラブでは無理らしく、２クラブで出し合っているそうです。

こちらでは、SAAといいますが、向こうでは会場監督といいまして、
かなり厳しく指示を出していました。

例会最後に４つのテストを歌いますが、メロディーが真岡と違うようです。

参加後はきままな１人旅を堪能しながら真岡に帰ってきました。

●岡本佳男会員

私の誕生日祝いをいただきありがとうございます。本日、

９月３日で６６才になってしまいました。今後共よろしくお願

いいたします。

●柳田尚宏会員

今日も所用があり最後まで出席できず申し訳ありません。

今月誕生日、結婚祝月の皆さんおめでとうございます。

●坂本光会員

誕生日記念日を迎えられる皆様おめでとうございます。

●太田浩彰会員

本日は下野RCの会長、幹事様ようこそ。結婚祝い、お誕
生月祝いいただいた皆様おめでとうございます。私も結婚

祝いいただきましてありがとうございます。

又、本日の会報作り担当なのでがんばります。

●渡邉佳寛会員

しもつけRC会長、幹事様ようこそいらっしゃいました。田
村会長ご夫人、岡本PP、齊藤会員、太田会員のご夫人方
ようこそ。ごゆっくりどうぞ。

●見目良一会員

今月、誕生日を迎える会員及び会員婦人の皆様、又結

婚記念日を迎える皆様おめでとうございます。田村会長婦

人、岡本PP婦人、齊藤会員婦人、太田会員婦人ようこそ！
しもつけRC川中子会長、古澤幹事ようこそおいで下さいま
した。

■ミニ卓話 辻 達男ＰＰ
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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

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

6月出席率

１０月
■月間予定

3月出席率 4月出席率 5月出席率

出席率 本年度累計出席率
補正後８月２０日 51 0 48 3 94.12%

新
入
会
員
卓
話

84.74% 97.52% 96.08%

94.00%
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

９月３日 50 47 3

■出席報告
在籍５２名 出席免除２名（資格者１名　＋　有理由者１名）
例会日 出席義務 事前ＭＵ 事後ＭＵ 出席 欠席

月
初
例
会

（
１
０
月

）

月
見
例
会

（
夜
間

）

前回までのその他繰越金 0
その他 0
累計 0

例
会

（
皆
出
席
表
彰
・
外
部
卓
話

）

合計金額 634,616

月
初
例
会

（
９
月

）

（暫定）

前回までのスマイル繰越金 564,130

会員 58,000

前回までの米山繰越金 4,130
米　　山 4,356
累計 8,486

ビジター 4,000

合計 62,000

累計 626,130

　 ２
７
日
に
振
替

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

■本日のプログラム ■次回のプログラム

９月１７日（木）

新入会員卓話

■９月３日のお食事■９月３日までのスマイルボックス
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