
【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」

２０１５．１２．３ ＮＯ．２７７８

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

■国歌斉唱

■ロータリーソング

■お客様

ＳＡＡ代理 金子 正男君

会長 田村 浩次君

奉仕の理想

会長夫人 田村 智子様

頼近久美子様

渡邉 佳子様

米山奨学生 トラン・ワン・ダット君

■会長挨拶 会長 田村 浩次君

今日は私の妻が来ていますので、この席にて会長挨拶をする今の心境は授業参観の教室にいる小学生のようです。

大変緊張していますが、会長としてちゃんと職務を果たしていることを証明するために、いつもより長い挨拶をしなけれ

ばなりません。どうぞお許し下さい。

私は真岡ＲＣに入会するときに妻から言われました。 「貴方は体が大きく体重も十分あって押し出しが良いので、風

格があるようにとりあえずは見えるけれど、品格と人格に問題があるから真岡ＲＣでそれらを良く磨いてください」という

言葉でした。私はそれを真摯に受け止め、成果を挙げるために努力してまいりました。

ロータリアンの使命は、高潔な職業奉仕を通じて、広く、多くの方々へ社会奉仕をすることにあります。私は皆さんご存

知のように自動車の販売、修理を業としています。私は会社の中で営業を主に担当しています。その中でも高齢者や問

題の多いお客様、そして魅力的な奥様、また、語学は堪能ではありませんが、身振り手振りと、笑顔という世界の共通

語を駆使して外国人のお客様のお相手もしております。 仕事の中では、ＲＣの教えの四つのテストの中、特に「みんな

に公平か？」を信条として今まで仕事に取り組んでまいりました。

次頁へ続く
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■地区功労賞表彰 岡本 俊夫 ＰＰ

（ご報告のみにて失礼します）

そのような中、昨年の秋ごろ、５年ほど前より来客して

くれているアメリカ人のテルキ・ディブさんというお客様

が車を購入してくれました。テルキさんはすでに日本に２

５年ほど住んでいますので、商談には得意の身振り・手

振りは必要なく、スムーズに話が進みました。ところが、

無事に契約が済み、雑談を始めたところ、テルキさんよ

り「田村さん、貴方はもしかしてロータリアンですか？」と

尋ねられました。

自分がその言葉にびっくりして「なぜ、わかりました？」

と尋ねたところ、テルキさんいわく、「何度か訪れている

中でいつ来ても変わらぬ対応にその様に感じていたし、

実は私は『ロータリーの友』の日本語を英訳するのが陶

芸以外の仕事なんですよ。」とのこと。偶然の繋がりに、

さらに驚きました。

詳しく聞きますと、本来の仕事は翻訳業とプロのカメラ

マンであり、陶芸を趣味として「ロータリーの友」日本語

版の翻訳を現在まで１４年も続け、その英語版は世界中

に配布されているそうです。今は白鴎大学の英語講師

なども務めていらっしゃり、今回はご自分の写真展が東

京の日本カメラ財団記念館にて行われるとの話も伺い

ました。

また、写真展も驚く内容で、「森山真弓・テルキディブ」

二人展とのことです。森山真弓さんについては、皆さん

ご存知のように、かつては栃木県より選出した国会議員

であり、大臣経験者でもあります。現在は日本カメラ財

団理事長も務めていらっしゃいます。

今回ロータリーアンとしてテルキさんより認めていただ

いたので、嬉しさのあまり東京の個展に行ってきました。

これは個展会場にてテルキさんと撮った記念写真です。

私は真岡ＲＣに入会して、今回のような出会いと貴重

な経験が出来たことに感謝しています。特に職業を通じ

てロータリアンとして評価されたことが大変嬉しく、また

冒頭に話しました入会後のテーマであった人としての品

格をやっと認めてもらえたのかと、多少ではありますが

自画自賛しています。改めて、ロータリークラブに入会し

て学ぶことの多さに感動さえ感じております。今後は残

された課題の人格の向上に取り組みたいと思いますの

で、会員皆様のより一層のご指導をお願いいたします。

本来はここで会長挨拶が終わるのですが、冒頭の妻

よりの言葉と紹介しました「体格は良いので風格は何と

かなるが、品格、人格向上は田村君の今後の課題だ

な」との含蓄ある助言は、実は入会間もない不安な時期

に、ユーモアあふれる笑顔で声をかけてくださった金子

剛士ＰＰよりのアドバイスでした。ロータリアンとしての歩

む道筋をご指導戴いた金子さん始め会員の皆様に改め

て厚くお礼を申し上げ、ご挨拶といたします。

■１２月に誕生日を迎える会員及び会員ご夫人

＜会員＞ １０日 大越 正和 君

２０日 大瀧 和弘 君

２１日 柳澤 正弘 君

＜会員夫人＞ １日 市村 純子 様

１３日 頼近久美子 様

１９日 大堀美代子 様

１９日 朴 殷霊 様

２１日 田村 智子 様

２２日 久保喜代子 様

２３日 柳 洋子 様

２９日 金子 文子 様

■１２月に結婚記念日を迎える会員ご夫妻

２日 木村慎太郎・睦美 ご夫妻

４日 渡邉 佳寛・佳子 ご夫妻

２５日 久保 賢司・喜代子 ご夫妻

■米山奨学金授与 トラン・ワン・ダット君

もう、肩を組まずにはいられません！
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■本日のスマイルボックス 柳澤 正弘 君

■幹事報告 幹事 久保 康夫 君

●田村浩次会長

今日は妻の誕生日祝いをいただきありがとうございま

す。妻も還暦を越えてから、より輝きを増して威厳さえ

感じます。今後とも私への指導をよろしくお願いします。

●久保康夫幹事

誕生月、結婚記念月の皆様おめでとうございます。

田村さん、渡邉さん、頼近さんの奥様ようこそ。のりこさ

ん、うちの浩次がいつもお世話になっております。

●宇賀神裕一エレクト

結婚記念日、誕生日を迎えられる皆様、おめでとうご

ざいます。田村会長夫人、頼近会員夫人、渡邉会員夫

人、ようこそ。

本日の年次総会よろしくお願いします。

●金子剛士ＰＰ

私の女房の誕生祝ありがとうございます。

●岡本俊夫ＰＰ

「精神満腹」、山岡鉄舟が次郎長に贈った言葉です。

皆さんどう理解しますか？金子正男ノミニー誕生おめで

とう。ご来訪の令夫人の皆様ようこそ!!
●木村慎太郎会員

結婚記念日祝ありがとうございます。

●野沢巧会員

お誕生日、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。

●大瀧和弘会員

誕生日のお祝いをいただきありがとうございます。12
月20日で52歳になりますので、私をどうそ「ごじゅうに
（ご自由に）」お使い下さい。なんちゃって(^^ゞ
●大堀文雄会員

妻の誕生祝いありがとうございます。

次頁へ続く

来年１月９日・１０日とサッカー大

会があります。賞品の提供を早々

と下さった皆様、誠にありがとうご

ざいます。

今後も引き続き、皆様方に賞品

の提供をお願い申し上げます。

① 真岡市国際交流会会費

52ｘ1,000＋3,000＝¥55,000が承認されました。
② 肢体不自由児者父母の会のクリアファイル購入

¥15,000が承認されました。
③ 三原ＲＣよりの義援金について

常総市へ送金することが承認されました。

④ 2016年5月28日よりの国際Ｒ世界大会参加者募集
⑤ 忘年家族例会12月17日、新年例会1月7日、
家族旅行日程が4月23、24日で承認されました。
忘年例会、新年例会は午後6:30から
フォーシーズン静風で行われます。

⑥ 出席免除願いについて

頼近龍会員の健康上の理由による出席免除が

承認されました。

⑦ 静風への未払い金（前々年度新年例会）

¥380,000について、静風から20万円への減額の
提案があり、支払うことが承認されました。

⑧ 真岡新聞年賀広告について承認されました。

⑨ 下野ＲＣ奨学生受入れ補助金が返金されました。

¥104,000です。
⑩ サッカー大会は1月9日と10日、
バレー大会は3月6日となりました。

⑪ 年会費（下期分）¥110,000、サッカー広告代¥3,000、
財団特別寄付¥18,000の引き落としが
承認されました。

⑫ １１月決算報告について承認されました。

⑬ 米山奨学生の負担金について

１人につき¥20,000が承認されました。

以上です。

■乾杯 福原 一郎ＰＰ

今日やっと謎が解けまして、会長のお隣の家の奥様か

と思っていた方が、本当の奥様である事が解りました。

田村智子様、頼近久美子様、渡辺佳子様、ようこそお越

し下さいました。

この会議所の周りの木々もだいぶ寒々とし、冬の到来

を告げております。この後クラブ年次総会がありますが、

例会を振り替えて行うクラブ総会はこれだけです。

今日、次年度の役員・理事・ノミニーが

決まりますので、皆様よろしく

ご検討下さい。

誕生日、結婚記念日を迎えられる

会員およびご夫人方をお祝いし、

また次年度、次々年度の役員の

方々のご活躍を祈念しまして、

乾杯をいたします。乾杯！

■委員会報告 青少年奉仕委員会 大越 和弘君
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＜2015～16年度 クラブ年次総会＞

石井さん、

毎週ご苦労様で

す！

●大越正和会員

誕生祝いを頂きありがとうございます。会長、幹事、青少

年奉仕委員会の皆様、バレーボール大会の打ち合わせ

お世話になりました。また、10日はサッカー大会の打ち合
わせも引き続き宜しくお願いします。岡本俊夫会長宜しく

お願いします。

●栁田尚宏会員

今月誕生日祝い、結婚記念日祝いの皆様おめでとうご

ざいます。

会員の奥様ようこそいらっしゃいました。ごゆっくりして

いって下さい。

●坂本光会員

今月結婚祝い及び誕生日を迎えられる皆様おめでとう

ございます。

今年も１ヶ月を切りました。皆様も健康に留意して下さい。

●太田浩彰会員

本日、結婚祝い、お誕生日祝いを受け取られた皆様お

めでとうございます。

今年も残りあと１ヶ月を切りましたけど、大晦日まで全力

で仕事、遊び、ロータリー活動に取り組みましょう。

●渡邉佳寛会員

結婚記念日のお祝いを戴き、誠にありがとうございます。

毎年ここに来てくれるよう女房孝行したいと思います。

●柳澤正弘会員

誕生祝い大変ありがとうございます。

近々、スマイル大賞の選考をいたします。

皆様お楽しみに！

◆久保幹事

クラブ細則第５条第１節に従い、本日クラブ年次総

会を開催いたします。進行は田村会長にお願いします。

◆田村会長

ただ今から年次総会に入ります。初めに、会長のミ

ニー選考委員会が発足し、ノミニーが決定しましたの

でご報告いたします。会長ノミニーは金子正男会員に

決定し、ご本人の承諾も得ております。その他に決

まった理事に関して、宇賀神次年度会長から報告して

戴きます。

◆宇賀神次年度会長

2016～2017年度の役員・理事案をご報告いたします。

・会長 宇賀神裕一

・幹事 市村 忠男

・会長ノミニー 金子 正男（クラブ奉仕委員長）

・会計 豊田 光弘（真岡信用組合）

・ＳＡＡ 見目 良一

・直前会長 田村 浩次

・直前幹事 久保 康夫

・情報委員会委員長 中川 宏行

・会員組織委員会委員長 大堀 文雄

・奉仕プロジェクト委員会委員長 三澤 幸光

・Ｒ財団・米山記念奨学会委員会委員長 齊藤 敏彦

・親睦活動（家族）委員会委員長 岡本 俊夫

◆田村会長

ただ今の役員・理事案に賛成して戴ける方は拍手を

お願いいたします。

ありがとうございました。拍手多数と認め、ただ今

の役員・理事案が会員の皆様に承認されましたことを

宣言いたします。

では会長ノミニーの金子さんから一言お願いします。

◆金子正男会長ノミニー

自分で思う所が多々ありまして、会長を本当に務め

られるのかどうか大きな不安も感じるのですが、受け

た以上は懸命にやっていきたいと思いますので、皆様

のご協力の程どうぞよろしくお願いいたします。

◆久保幹事

以上をもちまして年次総会を終了いたします。

ご協力ありがとうございました。

あ、久々の

メ○ボコンビ！
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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 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

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木金

6月出席率

■出席報告
在籍５２名

84.74% 97.52% 96.73% 92.00% 96.45%

欠席

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
3

祝
日
休
会

前回までのスマイル繰越金 1,170,300
会員 50,000

前回までの米山繰越金 19,237
米　　山 6,787

ビジター 0
合計 50,000

1,220,300累計

累計 26,024

8月出席率

特
別
休
会

※出席数の（　）は出席免除者の出席を表す

その他 0
累計 0
合計金額

補正後１１月１６日 49 1

1月出席率

0

7月出席率
１２月３日 48 0

11月出席率

47 (2)
出席

例
会

（
新
入
会
員
卓
話

）

9月出席率 10月出席率 12月出席率

1,246,324

－ 40 (1) 9

出席免除３名（資格者２名　＋　有理由者１名）［１２月３日より免除者４・有資格者２・有理由者２］
例会日 出席義務 事前ＭＵ 事後ＭＵ

94.12%
81.63%

2月出席率

■月間予定

誕
生
日
祝
・
結
婚
記
念
日
祝

１月

0前回までのその他繰越金

１２月

新
年
例
会

（
夜
間

）

忘
年
家
族
例
会

（
夜
間

）

１２月１０日（木）

＜例会＞

［新入会員卓話］

青木 圭太 会員

馬場 照夫 会員

■本日のプログラム ■次回のプログラム

１２月１７日（木）

＜忘年家族例会（夜間）＞

フォーシーズン静風

午後６：３０より

■１２月３日のお食事■１２月３日までのスマイルボックス
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