
【真岡市　中村八幡宮例大祭　流鏑馬】

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」

２０１５．１１．５ ＮＯ．２７７４

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

■国歌

■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

市村純子様

真岡西ＲＣ 樋口昴亮様

米山奨学生

トラン ワン ダット君

チュア チー シェン君

■会長挨拶 会長 田村 浩次君

今月の例会は、１５日宇都宮グランドホテルにて地区大会、

翌１６日は斗六ロータリークラブの公式訪問歓迎例会となり

ます。二日続きの例会となりますが多くの会員の出席をお願

い致します。また、歓迎例会においては多くの会員が斗六ク

ラブの皆さんと親交を深め、長きに渡る友情を分かち合いた

いと思います。

また、当クラブはマイロータリー登録率が７０％を超え2550
地区内で高い登録率ですので、中谷ガバナーから高い評価

を得ています。ロータリーの友１１月号にマイロータリーから

財団リソース情報を取る方法が詳細に書いてありますので、

本日は会員及び会員婦人の誕生日、結婚記念日の

お祝いを致します。お客様に真岡西クラブの樋口昴亮

様、会員婦人市村純子様、米山奨学生ダット君、チュ

ア君にお越しいただきました。

秋の叙勲におきまして篠原泉ＰＰが旭日双光章を受

章されました。誠におめでとうございます。当クラブとし

ても大変喜ばしいことでございます。

話が変わりますが、本日、会長ノミニーの指名委員会

の発足と１２月月初会で宇賀神年度の理事を発表する

ことを報告いたします。
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■乾杯の音頭 岡本 俊夫君

篠原泉ＰＰが晴れて秋の叙勲の栄誉に浴せられまし

た。ロータリアンとして同じクラブの方が栄誉に輝い

たことはクラブの喜びとも言えます。誠におめでとう

ございます。

又、創立５０周年の式典を終えられた宇南山ＰＰ大

変おめでとうございました。当日の式典も見事なもの

でした。心からお祝いを申し上げます。

今月、誕生日、結婚記念日を迎えられる皆様おめで

とうございます。乾杯。

登録会員は試してみて下さい。

今月はロータリー財団月間となります。ロータリーの友

１１月号にロータリー財団に関する詳細な説明がありま

すので是非お読みいただければと思います。

ロータリー財団への私たちの寄付金は、グローバル補

助金として疾病予防と治療にも利用されています。当ク

ラブが財団に寄付する際、ポリオ指定をすることで、一会

員寄付１５０ドルの内３０ドルがポリオプラス計画に使わ

れています。当クラブは長期に渡り財団に寄付し、合計

ポリオ寄付金は高い水準となっています。この財団への

ポリオ寄付の歴史は当クラブの誇りでもあります。この寄

付を通して皆さんと共に国際社会への貢献を共感したい

と思います。

■１１月、誕生日を迎える会員並びに会員婦人、

結婚記念日を迎える会員ご夫妻

会員 １日 金子 剛士 君

２４日 中川 宏行 君

ご婦人 ４日 岡本美代子 様 （岡本 佳男君）

１０日 青木 千鶴 様 （青木 圭太君）

２９日 小倉 宰子 様 （小倉 俊昭君）

結婚記念日

３日 篠原 宣之 美代子 ご夫妻

３日 市村 忠男 純子 ご夫妻

３日 久保 康夫 法子 ご夫妻

４日 淡路 晃 智晴 ご夫妻

６日 栁田 尚宏 直美 ご夫妻

９日 金子 剛士 文子 ご夫妻

２０日 角張 真之 典恵 ご夫妻

２７日 平石 典嗣 美貴 ご夫妻
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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

■幹事報告 幹事 久保 康夫 君

今秋の叙勲において、旭日双光章の栄に浴することに

なりました。実は、９月末に内示があり、１０月２７日

の閣議決定、正式には１１月３日受章となります。私に

は身に余る栄誉なことでございますが、幾重に永年に渡

り皆様にご指導ご支援をいただいた賜物と改めて感慨を

深くしております。

私は、３２年前に４０歳で真岡青年会議所を卒業した

後、真岡商工会議所青年部を樋口昴亮さんらと設立し、

第３代会長に就任しました。その時点から真岡商工会議

所との関わりが深くなりました。その後、常任理事、副

会頭３期９年、会頭２期６年務めました。その縁で産業

功労賞ということで商工会議所の推薦をいただき受章す

ることになりました。

１１月１１日、経済産業省の関係で赤坂のプリンスホ

テルにおいて伝達式があり、その後、皇居で天皇陛下に

御拝謁の予定となっております。その際、粗相の無いよ

うに努めて参りたいと思います。

今後も受章の栄に恥じることなく精進を重ねていきた

いと思いますので、尚一層皆様にご支援をお願いしまし

て、一言御礼の挨拶と致します。

ありがとうございました。

樋口昴亮様

真岡ロータリーの皆様お久しぶりです。私、今年度

出席委員長の為、メイクが必要なので。

篠原泉さん旭日双光章受章おめでとうございます。

田村浩次会長

今月誕生日、結婚記念日を迎える会員、会員婦人

おめでとうございます。

米山奨学生ダット君、チュア君、勉学により一層

頑張って下さい。

久保康夫幹事

結婚記念日のお祝を頂きありがとうございます。

月初の木曜日が妻法子の歌の「おけいこ日」で出席

できず申し訳ありません。

市村純子さんようこそ。先生にはいつもお世話になっ

てます。

樋口先輩ようこそ。その節はご迷惑をお掛け致しまし

た。

宇賀神裕一エレクト

篠原泉ＰＰ叙勲受章おめでとうございます。

樋口様ようこそ。ワット君、シェン君御苦労様です。

市村夫人ようこそ。今月、誕生日、結婚記念日の

皆様おめでとうございます。

篠原泉君

秋の叙勲において、旭日双光章の栄に浴しました。

１１月１１日皇居宮殿において、陛下の拝謁を賜りま

す。この事は皆様よりいただいたご支援の賜物であ

ります。心から感謝申し上げます。この栄誉を大切に

精進を重ねて参りたいと考えますのでよろしくお願い

致します。

■旭日双光章受章挨拶 篠原 泉 ＰＰ ・ 斗六ロータリークラブ公式訪問について

１１月１６日。１４名。１２時５５分成田着

真岡商工会議所 １０時３０分出発。

歓迎例会 １８時開始。 フォーシーズン静風

会費5,000円。 11/20頃 口座引き落とし。

・ １０月会計報告 承認

・ 例会変更のお知らせ

益子ＲＣ １１/１８ １５日（地区大会）に変更

真岡西ＲＣ １１/１７ １５日（地区大会）に変更

１１/２４ 休会 中学校バレーボール大会

しもつけＲＣ １１/１８ １５日（地区大会）に変更

・ １１月は「疫病予防と治療月間」です。

・ 例会振り替え

１１月１２日 １５日（地区大会）

１９日 １６日（斗六公式訪問例会）

・ 三原ＲＣよりの義捐金について １２月再上程

・ ＩＭ ２０１６年２月２１日（日） アプローズ益子にて

・ 地区大会 宇都宮グランドホテル ８時３０分受付

９時開始。真岡商工会議所 ７時３０分出発。

旭日双光章受章おめでとうございます。

メンバー一同お喜び申し上げます。
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篠原宣之君

篠原泉様。永年の商工業界への貢献が認められての

この度の叙勲心からお祝い致します。

結婚記念日祝いをいただいて。

所用により早退します。西クラブ樋口様ようこそ。

宇南山照信君

創立５０周年記念式お世話になりありがとうございまし

た。この５０年を園では副園長として、寺では尼僧の

照恵となって留守がちな私を内から支えてくれた家内。

今はそのご恩返しに車椅子を押して老老介護に努めて

おります。残された人生、共同著書としての「私たちの

自分史」を作っております。

岡本俊夫君

篠原泉さんの叙勲を心よりお慶び申し上げます。

宇南山さん創立５０周年式典挙行おめでとうございます。

市村副幹事令夫人ようこそ。

明日より市長随行のため訪台される会長、幹事、

齊藤君、見目君、小林君御苦労様です。

福原一郎君

篠原泉さん、叙勲の栄に浴せられまことにおめでとう

ございます。

樋口さん先日のメイクではお世話になりました。

市村純子様ようこそおいで下さいました。歓迎します。

辻達男君

今月、誕生日、結婚記念日をお迎えの会員、奥様方

おめでとうございます。

関東信越国税局清酒鑑評会表彰式出席のため欠席

致します。

広瀬紀夫君

篠原泉様叙勲おめでとうございます。我らの誇りです。

樋口様ようこそ。市村さんの奥様ようこそ。

海老原均君

西ＲＣ、グルメの樋口さんには本日の昼食あうでしょう

か、ごゆるりとしていって下さい。

市村さんの奥様、ダット君、チュア君ようこそ。

私事、家内の土地家屋調査士事務所を亡父の事務所

結城市に開設致しました。準備のため暫くご迷惑おか

けします。

小倉俊昭君

本日誕生祝頂き有難うございます。

所用の為に早退致します。

野澤巧君

軽井沢の紅葉も大変！（ステキデス）!!
今月結婚記念、誕生日を迎える皆様誠におめでとう

ございます。

篠原泉さん叙勲おめでとうございます。

市村忠男君

結婚記念日のお祝をしていただきありがとうございます。

初見参です。よろしくお願いします。

先週の例会の会報が出来ました。発言内容を確認いた

だければと思います。誕生日、結婚記念日を迎えられ

る皆様おめでとうございます。

三澤幸光君

結婚記念、お誕生日を迎えられる皆様にお祝い申し上

げます。樋口さんようこそおいで下さいました。

今後共宜しくお願いします。

金子正男君

今月誕生日、結婚記念日を迎えられる会員、会員の

奥様おめでとうございます。

篠原泉パスト会長様この度の旭日双光章受章おめで

とうございます。奥様にも何か章をもらいましたか。

中川宏行君

誕生日の祝いありがとうございました。

大越正和君

今月誕生日、結婚記念日を迎えられる皆様おめでと

うございます。

篠原泉様叙勲おめでとうございます。

西クラブ樋口様、市村さんの奥様いらっしゃいませ。

岡本佳男様

妻の誕生日祝いをいただきありがとうございました。

篠原泉ＰＰの叙勲受章おめでとうございます。

見目良一君

今月誕生月、結婚記念月をお迎えの会員、会員婦人

の皆様おめでとうございます。

真岡西ＲＣ樋口様、市村純子様ようこそおいで下さい

ました。ゆっくりしていって下さい。

豊田光弘君

篠原泉パスト会長様、この度の受章大変おめでとう

ございます。

栁田尚宏君

本日は私達の為に立派な物を頂き光栄です。研修が

始まり、二人して参加出来ず申し訳ありません。

太田浩彰君

今月、結婚、お誕生日祝いの皆様おめでとうござい

ます。朝晩冷え込んできました。私、あまり肉付きよく

なく、寒さが応えますので、ジムに入りました。今後、

筋肉をつけていきますので、楽しみにしていて下さい。

渡邉佳寛君

誕生月、結婚記念月を迎えられた会員の方々、誠に

おめでとうございます。樋口様、市村先生の奥様、

ようこそいらっしゃいました。

馬場照夫君

誕生日、結婚記念日を迎えられました会員の皆様、

ご婦人の方々誠におめでとうございます。

篠原泉ＰＰの栄えある叙勲受章誠におめでとうござ

います。

角張真之君

結婚祝いを頂戴しましてありがとうございます。
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●出席委員会委員長 岡本 俊夫 君

メイクアップの説明をします。現在、当クラブは県内

５１クラブ中５番目の出席率になっています。他クラブ

でメイクをしたときメイクアップカードをもらって持って

きて下さい。カードには名前、クラブ名を自署し、何日

の例会に充当する旨を指定下さい。前後１４日間以内

に出席で可能となります。

地区大会、ＩＭ、世界大会にはメイクアップカードが付

いています。その場合はそのカードでメイク可能です。

●青少年奉仕委員会委員長 大越 正和 君

ロータリーサッカー大会が１月８日、９日に決定。

前夜祭の商品提供をお願いします。

●会報委員会委員長 市村 忠男 君

先週の例会（クラブフォーラム）の会報を配布できまし

た。内容については、発言者の了解を得て、一部削

除しました。その点を念頭に置いて読んで下さい。

●広報委員会委員長 石塚 龍夫 君

マイロータリーの登録率が２５５０地区Ｎｏ.１です。
ご協力ありがとうございます。未登録の方で登録し

たい方は連絡下さい。お手伝いします。

過日、地区研修会において、マイロータリーからの

コンテンツの使い方の話がありました。

ニュースレターをスポーツ大会を初回として、年３～

４回作ってみたいと思います。

世界大会が来年５月２９日から５日間の日程で、

ソウルで行われます。出席を検討されている方は

マイロータリーから登録が可能となります。今年

１２月１５日までに登録すると登録料３１０ドル、以後

の登録ですと登録料が高くなります。早めに登録する

ことをお勧め致します。

■委員会報告

■米山奨学金授

■出席報告 委員長代行 石井 誠 君

９月の出席率は県内５番

目です。皆様のご協力に

感謝します。

野球大会、新入会員歓迎

会がメイク該当になってい

ます。

5



１１月 １２月
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 8 9 10 11 12 13 14

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

6月出席率 11月出席率 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
43（１） 2 96.00%

9月出席率

例
会

84.74% 97.52% 96.73% 92.00%

■出席報告
在籍５２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

補正後１０月２２日 49

1月出席率

5
90.20%

7月出席率

前回までのその他繰越金

2月出席率
　11月５日 49 9 37（２） 5

■月間予定

例
会

月
初
例
会
・
ク
ラ
ブ
総
会

地
区
大
会

8月出席率

十
六
日
に
振
替
・
休
会

10月出席率

合計金額

12月出席率

斗
六
Ｒ
Ｃ
歓
迎
例
会

（
夜
間

）

前回までのスマイル繰越金 902,000
会員 91,000

前回までの米山繰越金 14,608
米　　山 4,629
累計 19,237

ビジター 3,000
合計 94,000
累計

1,015,237

0

※出席数の（  ）は出席免除者の出席を表す

その他

996,000

十
五
日
に
振
替
・
休
会

0
累計 0

１１月１５日（日）
＜１１月１２日（木）の振替＞

２０１５－１６地区大会

（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時３０分商工会議所前に集合

■本日のプログラム ■次回のプログラム

１１月１６日（月）
＜１１月１９日（木）の振替＞

斗六公式訪問例会

フォーシーズン静風

１８時開始

■１１月５日のお食事■１１月５日までのスマイルボックス

前号までスマイル繰越金に、米山の金4,130円
を加えて記載する誤りがありましたので、今号

で修正しました。申しわけありませんでした。
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