
【真岡市　真岡駅とSLキューロク館】 ※神奈川県　ライス様撮影

次頁へつづく
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」

２０１５．１０．２９ ＮＯ．２７７３

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

※会場：けやき会館

SAA 中川宏行君
会長 田村 浩次君

手に手つないで

■会長挨拶 会長 田村 浩次君

斗六RCが近々来訪することを考慮しながら例会の予定を組んでいましたが、
先週斗六RCから１１月１６日（月）に決定した旨の連絡を受けました。別の会場の
手配も含めて手違いがあり、今日は急遽この「けやき会館」で例会を行うことに

なりました。突然の会場変更をお詫び申し上げます。

秋もだいぶ深まりました。食欲の秋、スポーツの秋と呼ばれるこの時期は、大変過ごしやすい時期でもあります。ス

ポーツの秋といえば、１０月２２日の老人・身障者合同スポーツ大会が真っ先に思い出されます。快晴の中、クラブメン

バーの多数の参加を戴き、多くの参加者と共に汗を流しながら、地域の方々に喜んで戴ける社会奉仕事業を無事開

催することができました。また、２５日には第2550地区親善野球大会が行われ、我が真岡RCチームは第２ブロックにお
いて準優勝に輝きました。当日は強風の中、珍プレー、迷プレー続出で、選手のみならずベンチの応援団も大変盛り

上がる中、２試合勝ち進み、決勝は中谷ガバナー率いる足利合同チームとの戦いとなりました。控え目な真岡ロータ

リー野球部ですので、謙譲の精神で相手チームに勝ちを譲って慰労会の体力を温存し、盛大な準優勝祝賀会を挙行

いたしました。こうして、今月は会員の皆様と共にスポーツの秋を堪能することができました。

この時期は食欲が旺盛になる時期ですが、自分も太り過ぎに注意をし健康管理に努めています。そのような中、今

月初めに献血に挑戦してみました。献血については私か所属しているロータス栃木グループで３０年ほど団体で献血

活動を行っています。丁度、私が栃木グループ代表の時に厚生労働大臣より表彰を受けた経緯があり、長いこと献血

に協力してきた自分ですが、近年の暴飲暴食がたたり、薬などを飲んでいましたので献血ができない状態でした。
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まず、この場所で例会を開かなければならなくなりました

ことをお詫び申し上げます。本当に申し訳ありませんでした。

①三原RCより義捐金￥200,000-戴きました。
使途は理事会に諮ります。昨年の広島土砂災害の際、

当真岡RCから20万円の義援金を送っており、
そのお返しという意味で戴きました。

②２５日野球大会足利・佐野連合に惜敗。

準優勝となりました。

③月見例会チャットパレス￥171,964-で会計終了しました。

④真岡青年会議所より芳賀教育美術展協賛の礼状が

届いております。

⑤ Ｉ.Ｍ.の開催日が決定致しました。
２０１６年２月２１日（日） アプローズ益子です。

なるべくご参加下さいますようお願い致します。

⑥斗六RC公式訪問団１３名をお迎えします。
１１月１６日に歓迎夜間例会（午後６時）になります。

したがいまして１１月１９日の例会を振り替える予定です。

⑦１１月１２日の例会は１５日の地区大会に振替となります。

１１月１５日午前７：３０、乗り合いで会議所出発

宇都宮グランドホテル ８：３０登録 ９：００開始

個人で行く方は時間に気をつけて下さい。

100％の出席を目指したいと思っております。

⑧先日行われた新入会員歓迎会をメイク扱いにします。

出席委員長の承認も得、理事会で決定いたしました。

⑨１１月からネクタイの着用をお願い致します。

■幹事報告 幹事 久保 康夫 君

■本日のスマイルボックス 見目 良一 君

柳澤 正弘 君

●田村浩次会長

今月は、老人・身障者合同スポーツ大会、野球大会

を会員の皆様と楽しんで参加して参りました。体を良

く動かしたせいか、体調が良いです。また、皆様の各

事業への多数のご参加に感謝いたします。

●久保康夫幹事

先日の運動会お疲れ様でした。本日は私が幹事と

なって初めてのクラブフォーラムです。お手やわらか

に、よろしくお願いします。

野球部が２勝し、足利・佐野連合チームに負けてあ

げました。本日の会場設定、幹事の不手際で申し訳ご

ざいません。

●岡本俊夫会員

先日の地区野球大会参加の選手諸君、お互いに健闘

を讃えましょう。応援に駆けつけて頂いた石田、広瀬、

太田君に感謝!!

新入会員歓迎会、欠席となり申し訳ありませんでし

た。

地区大会は100％出席で願います。

次頁へ続く

ここ最近になって薬を飲まずに生活できるようになったのと、献血年齢制限の上限である６３才の年齢を迎えるため、

今回また挑戦することにいたしました。すると４００ｃｃの献血ができました。嬉しさのあまり職員に「最後の献血ができ

て良かった」と言いますと、「今は７０歳まで献血できます」とのこと。それを聞いて私は今後も挑戦しようと思いました。

会員の中でまだ献血可能年齢ゾーンにいらっしゃる方は献血をしてみませんか？献血可能と判断された時の嬉しさ

は格別です。十分な満足感を味わえ、社会の為に奉仕したことを実感できます。是非ともお勧めします。

■委員会報告 社会奉仕委員会 杉田貞一郎 君

先週の老人・身障者合同スポーツ大会ではご協力

をいただき、本当にありがとうございました。委員

長でありながら欠席となり、皆様方にご迷惑をおか

けしましたが、無事に終了することができました。

ご協力に深く感謝いたします。

■委員会報告 野球部部長 杉田貞一郎 君

第2550地区親善野球大会の結果は、会長・幹事からお
話がありました通りブロック準優勝でした。会員の皆様に

は物心両面に渡りましてご協力をいただき、誠にありがと

うございました。部員一同一生懸命プレーし、また楽しい

一日を過ごして参りました。
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２０１５～２０１６年度 第１回 クラブ討論会 （クラブ・フォーラム）
議長 ： 田村 浩次 君

◆田村議長

本日は以前からの予定を変更しまして、クラブ

フォーラムを企画しました。クラブフォーラムは会

員全員に情報を伝達をすることを目的とする会合で

す。決議をしたり、結論を出したり、採択したりす

るものではないというルールに基づいて、自由闊達

に討論を行いたいと思います。多くの会員の意見を

聞くため、一人３分以内での発言をお願いいたしま

す。

まず、本日のテーマに関して、久保幹事からご説

明をお願いします。

◆久保幹事

議題を提案させていただきます。先日、炉辺会合

を受けてのクラブ協議会において、「スマイルボッ

クスのお金を一般会計に入れるのはおかしいのでは

ないか」という意見が出ました。

私が入会した頃、入会者を増やすために会費を下げ、

その分を36,000円を目標としたスマイルで賄うというオリ
エンテーションを受けました。その合計が約180万円にな
るわけですが、その後何度か「予算化した方が良い」「会

費に組み入れた方が良い」という意見が出ていました。そ

れを受け、今年度は36,000円の会員分という目論見で、
一般会計に入れて予算を組みました。

理由としては、様々な奉仕活動の予算を組む際、その

都度スマイルから引き出して事業に充てるのが大変であ

るということが挙げられます。各委員長としても、事業に

対していくら予算が付いているのか解らない状況で、理

事会を通してスマイルボックスからお金を引き出すのは

やりにくいのではないかと考えたわけです。

「スマイルのお金は奉仕に遣うべきであり、運営費に遣

うべきではない」という意見や、また、「1,000円という予算
で何をやるのかわからない」という意見などもありました。

ここで皆様の意見を聞き、できる限り統一していきたいと

思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。

次頁へ続く

●三澤幸光会員

秋も深まり、好天も後わずかといったところでしょ

うか。本日は都合により例会に出席できませんが、よ

ろしくお願いします。

●坂本光会員

先日の野球大会は全員野球で３試合とも素晴らしい

結果で終えることができ、楽しく一日を過ごせました。

お疲れ様でした。

●平石典嗣会員

火曜日の新人歓迎会ありがとうございました。皆様

の美声と熱唱に圧倒されました。

久保幹事の「TOKIO」は最高です！

●角張真之会員

一昨日は盛大な新入会員歓迎会ありがとうございま

した。真岡RCのメンバーとして、明るく、楽しく活動

させていただきますので宜しくお願いします。

●石井誠会員

先日の歓迎会では皆様よりご厚情を賜り、ありがと

うございました。

●宗像拓会員

新入会員歓迎会お疲れ様でした。このような会を催

していただき、感謝いたします。皆様のすばらしい歌

声に聞き入ってしまいました。楽しい時間を過ごさせ

ていただき、ありがとうございました。
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◆田村議長

皆様の手元に今年度の予算書があると思いますが、今

年度は例年と異なる予算組みをしております。今の久保

幹事からの説明を受けて、皆様方からご意見があれば伺

いたいと思います。

ではまず、福原ＰＰから問題提起をしていただけますで

しょうか。

◆福原一郎ＰＰ

ご指名ですのでお話しさせて戴きます。真岡RCは田村
会長で57代を数えます。栃木県内で優秀なRCとして評価
されていますので、その伝統を大切にしていかなければ

ならないと思っております。今回の現況報告書の予算を

見ますと、RCの通常の会費で賄うべきものと、本来は奉
仕活動に使うべきスマイルボックスのお金が合算されて

予算組みがされています。会員から戴いた会費は通常の

運営に遣うべきで、各奉仕委員会の予算はスマイルのお

金から補填して使うというのが手続き上の大原則になっ

ております。これはおおよそどのクラブでも同様であろうと

思います。各委員会に1,000円～2,000円の予算が付いて
いるのは、やはりどのクラブでも同じなのですが、研究費

や連絡費など、奉仕活動をするための予備のお金です。

各委員会で出た事案を理事会に諮り、予算を定め、必要

ならスマイルを遣って、スマイルで足りなければさらに会

員から拠出して戴くというのが奉仕活動の原則でしょう。

これを全部合算して行うのはRCの会計としてはおかしい
ということです。

◆田村議長

今の福原PPのご発言を聞いて何がご意見のある方は
お願いいたします。長い経験の中でのご意見ですので、

同様に長い経験を持っておられる会員にお聞きしたいで

す。

篠原宣之さんはいかがでしょうか。

◆篠原宣之ＰＰ

福原PPと同様の意見です。
◆田村議長

岡本俊夫さん、いかがでしょうか。

◆岡本俊夫ＰＰ

福原ＰＰが仰ったことは間違っていません。ただ、社会

奉仕・国際奉仕・職業奉仕という活動において、スマイル

で集まるお金は大変役に立つお金であったと、自分の幹

事経験から思い出されます。福原PPのご意見に対して正
反対の意見はおそらく出ないでしょうし、クラブフォーラム

は会長のご説明の通り決を採ったり結果を求めたりする

集まりではありません。そういう意味で、会長経験者とし

ては自分の意見を申し上げるのがつらい部分もある

ということをご理解戴きたいところです。それでも、

これから若い方々が数多く集まってきますので、で

きれば大局的な見地に立って、入金額と出金額が合

致していればいいという程度にとらえるべきである

とも思います。RCは公益法人でも一般社団法人でも

ありませんから、その辺りが当クラブの伝統だった

のではないかと感じています。

◆田村議長

杉村久夫さん、岡部貞一郎さん、いかがでしょう

か。

◆杉村久夫ＰＰ

福原PPと同様の意見です。

◆岡部貞一郎ＰＰ

私も特にはありませんが、スマイルは原則として

は社会奉仕の方面に遣うことになっていますので、

その点を踏まえて余り脱線しないようにして戴けれ

ばと思います。

◆田村議長

金子剛士さんからもお願いいたします。

◆金子剛士ＰＰ

福原ＰＰのご意見は本当にごもっともです。クラ

ブの運営は会費で賄うもので、奉仕事業はスマイル

でという原則がありました。ただ、実際のお金の遣

い方はそうなっておらず、実態が主旨に則していな

いというのが現実です。

もう一つ、RIには標準細則、標準定款があります

が、会計処理に関して標準となるものがあるのか、

実はそれは無いのではないかという話もあります。

無いとすればそれぞれのクラブのやり方でやって良

いということになるのでしょう。また、あまりお金

の遣い方についてあれやこれや言うものではない、

理事会にお任せするという考え方でも良いのではな

いかとも感じます。スマイルは本来浄財ですから、

それを予算に入れていいのかどうかについては、私

には判断できません。

◆田村議長

辻PPはいかがでしょうか。

◆辻達男ＰＰ

福原PP同様、私もおかしいと思っていました。一

般会計が苦しいので、予算に組まなくても諸費振替

と言いながら50万、100万と今まで入れていました。

ですが、初めから予算に組むと言われると、それは

どうかと思ってしまいます。奉仕活動に遣うのがス

マイルという浄財の立前ですから、それを一般会計

に入れてしまうと何にでも遣えることになります。

次頁へ続く
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今までの経緯から言って必要なのは解りますが、最

初から予算に組み込むのはどうかなと感じます。

◆田村議長

次に、石田順一さん、お願いいたします。

◆石田順一ＰＰ

基本的に辻PPと同じ意見です。

◆田村議長

では、広瀬紀夫さん、お願いいたします。

◆広瀬紀夫ＰＰ

予算を組む際、スマイルのお金を本会計に入れる

と言っても、スマイルの遣いみちを考えながら入れ

たのだと思います。そこの説明をお聞きしたいです。

これはスマイルの本来の遣い方で奉仕活動、こちら

は一般会計の足りない部分に補填しているなど、ス

マイルをどう分けてどう遣ったかについての説明を

聞きたいです。

◆田村議長

一通り出席されているPPの方々からお話をうかが

いました。ではここで、広瀬PPからいただいたスマ

イルの遣いみちに関するご質問への回答を久保幹事

からお願いいたします。

◆久保幹事

前年度の実態を考慮し、おおよその配分を考えて

予算を組みました。個々の遣いみちよりも、総額で

約180万円となることに重きを置いています。各委

員長が事業を展開しやすいように、前年度、前々年

度の実態に沿って予算を付けております。単年度の

委員長が、いくらぐらいをどう遣ったらいいのか迷

わないようにと配慮しました。ただ、皆様の意見を

お聞きし、やや乱暴だったかと感じております。今

年度はすでに理事会を通して決定しており、修正は

困難ですので、とりあえずご勘弁願いたいと思いま

す。この場を借りてお詫び申し上げます。

◆田村議長

金子PPのお話にもあった通り、一般会計が実態に

沿っていないという現実があります。また、会費を

上げた次の年度の予算組みでもあったことを付け加

えておきます。では、次年度の幹事である市村さん

からもお願いします。

◆市村忠男幹事エレクト

来年度の幹事を務めるため久保幹事から意見を求

められました。その中で、スマイルを予算化する際、

今年の予算書の支出の部に奉仕活動費の大項目と昨

年度のスマイル決算書にある各奉仕事業費を小項目

として加えました。これにより奉仕活動に使う費用

が解りやすくなります。支出した詳細を決算書の備

考欄で明確にすれば良いと思います。

また、真岡RC細則には運営費と奉仕活動費の２つ

に分けるという規定しかありません。つまり、スマ

イルをあえて特別会計にする必要はないのではない

かと考えられます。なぜならば、去年の決算書では

50万円が一般会計、92万円が周年事業積立と財務調

整金に振り替えられています。実際に運営費をスマ

イルから振り替えないと福原PPも仰るように運営は

できません。「ではどうするか（スマイルを会費化

するのか）」という議論まではまだ早いでしょう。

スマイルのお金が現実にあるならば、それを一般会

計に入れるのはすでに暗黙の了解です。スマイルを

遣わない範囲で事業を行うのか、今まで通りスマイ

ルを遣うのか。来年度の予算組みもすでに近づいて

いますので、その辺も含めてご意見をうかがいたい

のです。会費で足りない分はどうするのかについて、

年内あるいは１・２月までにご意見をうかがえれば

会長エレクトと共に予算組みにあたれます。

いずれにしろ、スマイルを一般会計に入れたとし

ても無駄な金の遣い方をしようという発想はありま

せん。もっと変えてしまってもいいのかとも思いま

すが、整合性がつかなくなるので、スマイルをそっ

くり入れるという静かな変え方をしたつもりです。

さらに、経済状況が良くない中、事業の都度集金

するのは避けた方がいいという思いもあります。ス

マイルを含めた総額が念頭にあって、その範囲内で

運営すべしというのも会長・幹事に対する会員から

の縛りだろうと考えるわけです。実際に決めたのは

久保幹事ですが、そのような判断で私は自分の意見

を述べました。

◆田村議長

クラブフォーラムには会員の皆様に情報を伝達す

るという目的があります。市村幹事エレクトのご報

告で、スマイルの一般会計化についての経緯をお伝

えできたと思います。

◆岡本俊夫ＰＰ

PP経験者が発言するだけでは片手落ちだと思いま

す。

◆田村議長

では、会計経験者の豊田光弘さんいかがでしょう

か。

◆豊田光弘会員

私もRCの規約は守らなければならないと思います。

ただ、以前会計にも携わり、会の運営としてお金の

回り方を把握いたしました。現実には今の状況では

お金が回らないということを皆さんが認識している

でしょう。

次頁へ続く
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出席委員長代行の石井です。

今日は事前メイクが７名いて、

出席率は98.00％でした！

規約にのっとることと現実に即した対応をすること、

どちらに落としどころを見つけるかなのですが、私

は個人的にRCの会計報告書は皆が見やすく、理解し

やすいものがベストなのではないかと思います。規

約優先と現実優先のどちらがよいかは判断が難しく、

答えにはならないかもしれませんが、とにかく報告

書はシンプルでわかりやすいものがベストだと考え

ます。

◆田村議長

では、次にお若い杉田貞一郎さん、こちらから指

名させて戴きます。

◆杉田貞一郎会員

豊田会員から出ましたように、最終的には納めた

金額と出た金額が解ればいいわけであります。PPの

方々のお話からもうかがえるように、今まではっき

りと表現できないご苦労があったと思いますので、

その辺を透明にして戴ければよいと思います。

◆田村議長

次に、長らく新入会員の平石典嗣さん、お願いし

ます。

◆平石典嗣会員

難しいことは解らないので、基本的なことを質問

させて戴きます。2014～2015年の決算書と今年度の

決算書を見比べると、今年度は収入の所にスマイル

収入の記載があるのですが、昨年度はスマイル収入

がありません。どこに記載があるのでしょうか。

◆田村議長

久保幹事に回答して戴きます。

◆久保幹事

まず、一般会計の５番「諸費振替収入」がスマイ

ルの一部です。その他、親睦活動委員会などの予算

が少ないので、そちらにスマイル委員会から回りま

す。最初から一般会計に入れるか、後から入れるか

の差だと思います。

◆田村議長

では、時間も参りました。皆様に情報が伝達でき

たと思いますので、以上でクラブフォーラムを終了

いたします。ありがとうございました。

３週ぶりのＳＡＡ。

今日はノーマイクで行きます！
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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月火

15 16

※出席数の（　）は免除者の出席を表す

１１月

97.52%

欠席 出席率 本年度累計出席率
7

96.73% 92.00%

49 1 － 48(1) 1 98.00%
49 1 42(2) 1

例会日
出席免除３名（資格者２名　＋　有理由者１名）

出席義務

日
に
振
替

日
に
振
替

月
初
例
会

前回までのスマイル繰越金 883,130

米　　山 0

0

906,130

合計金額 914,616

ビジター
合計
累計

0

累計

その他

23,000

8,486

8,486

累計

23,000

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

１２月

７月出席率 ８月出席率 ９月出席率10月出席率

98.03%
事前ＭＵ 事後ＭＵ 出席

■出席報告

補正後１０月１５日
１０月２９日

６月出席率

地
区
大
会

［
グ
ラ
ン
ド
ホ
テ
ル

］

斗
六
R
C
歓
迎
例
会

（
夜
間

）

在籍５２名

■月間予定

84.74%

月
初
例
会

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

例
会

(

軽
食

)

１１月５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

１１月１５日（日）

＜１１月１２日（木）の振替＞

2015－16 地区大会・本会議
（宇都宮グランドホテル）

乗り合いを希望する会員は

午前7:30に商工会議所前に集合

■１０月２９日のお食事■１０月２９日までのスマイルボックス
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