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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」

２０１５．１０．１ ＮＯ．２７６９

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

ＳＡＡ 中川 宏行君

会長 田村 浩次君

奉仕の理想

■会長挨拶 会長 田村 浩次君

今日ここに、会員の奥様にお出で頂いておりますのでご紹

介させて頂きます。石塚龍夫会員ご婦人幸子様です。お二

人につきましては私、家が近所でございますので大変仲睦

まじいご夫婦でありますけれども、今日この会場の中で会

員の皆様にその仲の良さを是非感じ取ってもらえるように、

普段より多くの会話をして頂ければと思います。

先月もお話ししましたが月初会に当たりましては国際ロー

タリーの特別月間の案内をすると言う事ですので、今月の

国際ロータリーの特別月間は「経済と地域社会の発展月

間」となっております。

また日本のロータリークラブでは米山月間となっております。

今日は米山月間についてお話をしたいと思います。米山記

念奨学生の奨学金がスタートしましたのは１９５３年よりス

タートしてすでに６３年になります。目的は二度と戦争の悲

劇を繰り返さないためにも国際親善と世界平和に寄与した

いという目的で、平和日本を世界に理解させる為には、アジ

アの国々から多くの奨学生を迎え入れ肌で平和日本を感じ

てもらいたいとの強い思いが有ったと聞いております。米山

奨学金の当クラブの実績は昨年度までの総額は現況報告

書にも書いてありますが、約４，６００万円を超える奨学金を

皆様そして諸先輩方の５７年の歴史の中で真岡クラブは米

山記念奨学会の方へ寄付させて頂いております。この

本日は月初例会となっておりますので、プログラムの

中で会員の誕生日と会員奥様の誕生日、会員の結婚

記念日のお祝いとなります。そして、今日は米山奨学

生の２名に奨学金をお渡しする予定でしたが、今月

１５日に奨学生の卓話がございますので、その時にお

渡しする予定になっております。
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会員 ２日 大堀 文雄 君

３日 小林勇一郎 君

４日 大瀧 守一 君

１４日 三澤 幸光 君

２４日 坂本 光 君

会員名

ご婦人 １日 杉村喜保子 様 （杉村 久夫君）

１日 中川 友美 様 （中川 宏行君）

６日 石川イメルダ 様 （石川 久雄君）

１４日 馬場カツエ 様 （馬場 照夫君）

１６日 篠原美代子 様 （篠原 宣之君）

２６日 柳澤 清美 様 （柳澤 正弘君）

10月結婚記念日
１日 金子 正男 栄 ご夫妻

８日 辻 達男 喜代子 ご夫妻

８日 柳澤 正弘 清美 ご夫妻

１５日 石塚 龍夫 幸子 ご夫妻

２５日 坂本 光 佳世 ご夫妻

２９日 岡本 佳男 美代子 ご夫妻

２９日 青木 圭太 千鶴 ご夫妻

３０日 見目 良一 殷霊 ご夫妻

３１日 頼近 龍 久美子 ご夫妻

■10月に誕生日を迎える会員及び会員ご婦人

金額は第２５５０地区５１クラブの中で５位で大変誇らしい結果

だと思われます。この米山奨学金につきましては我々の目標

としております奉仕の中で国際奉仕に繋がる事業であります

ので、今年度も普通寄付と特別寄付を合わせまして一会員１

８，０００円を超える地区目標が有りますが、この件に関しまし

ては久保幹事の方からも理事会報告決定内容を皆さんにお

話しするような形になりますけれども、そのような寄付目標を

皆様と共に作り上げて今まで培ってきた真岡ロータリークラブ

の歴史と伝統を皆さんと共に積み重ねて行ければと思ってお

ります。

今年度の国際ロータリー会長のテーマは「世界のプレゼン

ターになろう」です。また私達も米山奨学金寄付をする事に

よって国際奉仕活動の実績にもなりますので、今日配布致し

ましたロータリー米山記念奨学事業豆辞典を十分熟知して読

み上げたうえでご理解を頂き米山奨学金の寄付を宜しくお願

いします。

■乾杯の音頭 金子 剛士ＰＰ

皆様こんにちは。真岡ロータリークラブ会長幹事を

初め毎年、理事役員・委員長すべてが１年で交代す

る訳であります、年度が改まる度に特に会長幹事が

変わるとクラブの雰囲気が大きく変わるようです。今

年はまだ田村会長の本来のキャラクター・個性が今

のところ発揮されていないと思われる反面久保幹事

は十分に発揮されていると思います。田村会長の個

性を発揮して頑張ってください。今月誕生日を迎えら

れた会員と会員ご婦人そして、結婚記念日を迎えら

れた会員ご夫妻のご多幸を記念いたしまして乾杯を

致します。御唱和ください。乾杯。

■幹事報告 久保 康夫 君

①今月は経済と地域社会の発展と米山月間です。

②米山奨学金の明細が届いてます。廣田委員長か取りまと

めをしていると思いますが理事会でも例年通り15,000円
で承認されましたのでご協力お願いいたします。

③茨城県、栃木県水害義援金の要請が来ております。

前回、田村会長が特別義援金を取りまとめさせて頂きまし

たが、差額を補てんし、スマイルボックスから支出する事に

承認されました。金額は平野ガバナー補佐と協議したうえ

で支出させて頂く事を会長一任という事でご承認いただき

ました。

④次年度地区委員推薦の案内が来ています。１１月６日で

ございますが理事会と致しましては現在２名廣瀬会員竹石

会員に出て頂いております。真岡ＲＣと致しましては今年度

は追加推薦しないという事で承認いたしました。
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⑤老人・身障者スポーツ大会について

例年通り行う事が承認されました。

⑥９月の会計報告の承認について

⑦真岡市からの要請について

市長の斗六訪問随行依頼について田村会長、久保幹事、

小林姉妹クラブ委員長、齊藤プロジェクト委員長、見目スマ

イルボックス委員長の５名で随行してまいります。

⑧１０月８日炉辺会合を受けてクラブ協議会を開催する事の

承認について。

⑨出席免除願いについて

竹石峰夫会員から病気の為出席免除願いが提出されまし

た。

⑩例会変更の案内

真岡西ＲＣ１０月６日火曜日夜間例会、１０月２７日火曜日

公式訪問の為夜間例会になります。

下野ＲＣ１０月１４日水曜日休会で１０月１５日木曜日に日

光の流鏑馬見学の為移動例会となります。

⑪９月２７日月見例会について

出席率が９０％を切ってしまいました。出席率向上の為にメ

イクアッ プをお願いします。１０月６日(火)真岡西ＲＣへ久
保幹事が１０月１４日(水)益子ＲＣへ田村会長がメイクアッ
プに行きますので行きたいと思う方、行こうと思っている方

は参加して下さい。

⑫益子ＲＣ開催の秋刀魚の会の参加について。

益子ＲＣより過日参加しました秋刀魚の会のお礼状が届き

ました。

■本日のスマイルボックス 柳澤 正弘 君

大越 正和 君

久保康夫幹事

今月誕生日、結婚記念日を迎えられました皆様おめでと

うございました。

石塚幸子様ようこそいらっしゃいました。

宇賀神裕一エレクト

今月誕生日、結婚記念日を迎えられました皆様おめでと

うございます。

国体成年女子バレーボール次女の岡山県２年連続１０

回目の優勝をしました。

杉村久夫君

家内の誕生祝を頂き有りがとう御座います。

先週の月見例会久しぶりに月を見ながら酒を頂きました。

篠原泉君

１ヶ月例会を休んでしまいました。久しぶりの復帰です。

よろしくお願い致します。

篠原宣之君

妻の誕生祝を頂いて。

岡本俊夫君

先日の月見例会設営に当たられた親睦委員会の皆様に

感謝申し上げます。昨夜は益子ＲＣ月見例会、久保幹事

心遣いありがとうございました。９月２０日斗六扶輪社の

月見例会にも参加させて頂きました。

会長・幹事４ヶ月目です 頑張れ。

篠原泉ＰＰの復帰をお祝い申し上げます。

辻達男君

結婚祝いを頂き有難うございます。

あれから、４０年・・・点・・・?
大瀧守一君

今月誕生日、結婚記念日を迎えられる、会員の皆様及

び奥様方お目出とうございます、今日は誕生祝を頂き、

ありがとございます。

廣田茂君

誕生日、結婚記念日を迎えられた皆様おめでとうござい

ます。

昨日は野球の練習に参加してきました。

市村忠男君

誕生日、結婚記念日を迎える皆様おめでとうございます。

齊藤敏彦君

本日結婚記念日、お誕生日を迎えられた皆様お目でとう

ございます。石塚婦人ようこそいらっしゃいました。

いつも御主人様を連れ出してごめんなさい。

田村浩次会長

今月誕生日、結婚記念月を迎える皆様おめでとうござ

います。

今年度も１０月を迎えてロータリークウォータールール

の第１期が終わりました。

会員皆様のご協力に感謝し今後も頑張ります。
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１０月２２日木曜日に真岡市の老人・身障者スポーツ大

会が開催される訳ですが、各役割分担表、競技協力も有

りますので参加種目につきましては後程案内致しますの

で是非ともご協力の程宜しくお願い致します。当日は８時

集合ですのでご協力お願い致します。

野球部の方から再度お願いが有ります、１０月２５日日

曜日に足利総合運動場にて２５５０地区第２１回目の親善

野球大会がございます。それに向けて昨日から練習も始

めました次回の練習は１０月８日木曜日１９時から真岡市

東運動場の方で行いますので是非とも参加お願いします。

部員の皆さんには部費として１０，０００円の持参をお願い

します。ロータリークラブ会員の皆様には色々とお願いご

とで申し訳ありませんが野球部に対しての協賛金などの

お心遣いをいただければ野球部代表としても、頑張ってま

いりますので是非とも宜しくお願い致します。

金子正男君

愛し続けて３８年目の結婚記念日祝を頂き誠にありがとう

ございます。今後も続くことでしょう。

石塚龍夫君

本日は、結婚記念日祝を戴きありがとうございます。

２６年間耐えて戴きました。もう少し「ガマン」して下さい。

中川宏行君

誕生日、結婚記念月のみな様、おめでとうございます。

又、本日出席できませんでしたが、妻友美の誕生祝いあ

りがとうございました。

大瀧和弘君

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。

大越正和君

誕生祝い有りがとう御座います。
岡本佳男君

本日結婚記念日のお祝いを頂きありがとうございます。

大越正和君

誕生祝い有りがとう御座います。

岡本佳男君

本日結婚記念日のお祝いを頂きありがとうございます。

小林勇一郎君

誕生祝を頂き、ありがとうございます。

久保賢司君

先日の井頭チャットパレスで行いました、月見例会におい

て、つたない副ＳＡＡで皆様に大変、ご迷惑おかけしまして

大変申し訳ありませんでした。中川ＳＡＡいないと駄目な私

です。

栁田尚宏君

今月、結婚祝月、誕生祝月の皆様おめでとうございます。

先日の月見例会いいシチュエーションの中満月をみら

れ、設営に携われた皆さんお疲れ様でした。

坂本光君

本日はお祝を頂きありがとうございます。

又年を取ってしまいます。

太田浩彰君

本日結婚祝い、お誕生日祝いを頂いた皆様おめでとうご

ざいます。

昨日、東京ＲＣにメイクしてきました。とても緊張しましたが

とても刺激になって今後の活動に生かしたいと思います。

渡邉佳寛君

今日誕生日、結婚記念日を迎えられる会員方々誠におめ

でとうございます。

日曜日のバーベキュー和牛がとてもおいしかったです。

平石典嗣君

会員５名、奥様６名のお誕生日９組のご結婚記念日、

１０月は本当におめでたい月ですネ！

馬場照夫君

誕生日、結婚記念日を迎えられた皆様、誠におめでとう

ございます。

また、妻の誕生日に記念品を賜りありがとうございます。

本日で、新入会員として３ヶ月となりました、今後も宜しく

お願い致します。

優勝目指すぞ

応援してね(*^_^*)

■委員会報告 社会奉仕委員長 杉田貞一郎 君

■委員会報告 米山記念奨学会委員長 廣田 茂君

米山奨学金の寄付のお願いがございます、今月は米

山記念奨学金の期間になっておりますのでよろしくお願

いします。
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過日の月見例会におきまして、久しぶりに月を見て１杯

と言う事で岡本俊夫君からこの月を見て俳句を出さないと

宴会にならないのではと言う話が出ましたので川柳を持っ

てまいりました。

■特別報告 杉村 久夫 君

■お知らせ 宇南山 照信 君

幼稚園の敬老会で配布したものですが、子供が育つ魔

法の言葉。３年前に買ったものですが良い本だと思い、そ

の中から抜粋したものです。今日お話ししたかった事は、

家族みんなで読んでみて子供が育つと言う事は良い家庭

が生まれると言う事で、子供や孫が育ちますよう家族みん

なで読んで下さい。
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１０月 １１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

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

0
累計 0
合計金額 826,738

■月間予定

炉
辺
会
合
報
告

、
ク
ラ
ブ
協
議
会

職
業
奉
仕

、
米
山
奨
学
生
卓
話

老
人
・
障
害
者
ス
ポ
ー

ツ
大
会

例
会

（
斗
六
来
訪
予
定

）

月
初
会

前回までのスマイル繰越金 739,130
会員 73,000

前回までの米山繰越金 8,486
米　　山 6,122
累計 14,608

ビジター 0
合計 73,000
累計

前回までのその他繰越金 0
その他

812,130

■出席報告
在籍５３名 出席免除３名（資格者２名　＋　有理由者１名）
例会日 出席義務 事前ＭＵ 事後ＭＵ 出席 欠席

90.20%
7月出席率 8月出席率 9月出席率 10月出席率

84.74%

補正後９月１７日 50 3 2

11月出席率
１０月１日 50 2

97.52% 96.73%

41

3月出席率 4月出席率

出席率 本年度累計出席率
4 92.00%

5月出席率12月出席率 1月出席率 2月出席率
44 5

■本日のプログラム ■次回のプログラム

１０月１５日（木）

職業奉仕・

米山奨学生卓話

■１０月１日のお食事

■１０月１日までのスマイルボックス ■出席報告 出席委員長代行 石井 誠君

毎週、委員長代行を務める石井さん。

ご苦労様です。

板についてきましたね。

１０月８日（木）

炉辺会合報告

クラブ協議会
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