
【真岡鉄道　C１２型　蒸気機関車】 ※千葉県　山本和幸様撮影

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」

２０１６．２．４ ＮＯ．２７８５

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 中川 宏行君

会長 田村 浩次君

奉仕の理想

米山記念奨学生 トラン･ワン･ダット

君

豊田明美様

■会長挨拶 会長 田村 浩次君

昨日は節分でした。二十四節気の中で季節を４つに分けた節分の最後となり、一年の目安では大

みそかにあたります。次の日が立春となり旧暦で言うと一年の始まりの正月とも言われています。冬

が終わり春を迎える立春ですが、この時期の気候はまだまだ寒い日が続きます。

私は立春を迎えると大変気持ちが高揚します。なぜなら私の誕生日であり、春の訪れを予告する

始まりの日となるからです。

今から６３年前に私は誕生したわけですが、その当時の社会は、戦後経済がまだまだ回復したと呼

べるような状態ではなく、周りの環境も混沌としていた頃で、希望もあまりない時代であったと聞かさ

れています。当時は我が家の経済状況もやはり大変厳しい中で長男が出来たわけですので、何か

明るい希望の持てる話題が欲しいのか、立春の日に生まれた私を「今後田村家の家運向上のため

に生まれてきた子供」として、若干こじつけではありますが、希望の星と呼べるような存在として育て

ました。
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■ ２月に誕生日を迎える会員及び会員ご夫人

＜会員＞ ４日 田村 浩次 君

２６日 石塚 龍夫 君

２６日 馬場 照夫 君

＜会員夫人＞

１４日 栁田 尚宏夫人 直美 様

■ ２月に結婚記念日を迎える会員ご夫妻

１１日 石井 誠・ 晴海 ご夫妻

１９日 豊田 光弘・ 明美 ご夫妻

２４日 小林雄一郎・ 典子 ご夫妻

２５日 大滝 和弘・百合子 ご夫妻

２６日 川堀 哲男・ 典子 ご夫妻

特に母親は、「事にあたる時には真面目に前

向きの姿勢で、明朗活発に、そしてこつこつと

努力するんですよ。そうすると必ず幸せになれ

ますよ。」と私に教えながら育ててくれました。

実際にはそれほど期待どおりの育ち方はして

いませんが、常に母のおだてに乗りながら成長

し、私自身の思い込みの強い性格が幸いして、

なんとなくそのように過ごしてきました。

やはり立春という旧暦の正月にこの世に生を

授けられたことが、今のおめでたく、そして明る

い性格で物事にとらわれずに生活できる原点

ではないかと思います。

これも自分が望むべき方向へ必ずいけるとの

強い思い込みと、それを支える環境があったか

らだと思います。

今日は真岡ロータリークラブ会長という立場

で２月月初例会日に６３才の誕生日を迎えるこ

とが出来ました。この偶然にも運命的な日に、

今後の生き方に新たな目標を定めたいと思い

ます。

私はロータリクラブにおける経験を通して「風

格、品格、人格」のあるロータリアンになること

が出来る！」と強い思い入れを持って今後の活

動をしていく所存です。皆様方に正しく導いて

いただき、良きロータリアンになりたいと思いま

す。

今後ともご指導をよろしくお願いします。

■米山奨学金授与 トラン・ワン・ダット君
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福原一郎 会員

風はまだ冷たいけれど立春の陽ざしに光の春を感じます。

今月の誕生日をまた結婚記念日を迎える皆様、おめでとう

ございます。

所用のため早退致します。

金子正男 会員

本日誕生日、結婚記念日を迎えられる皆様おめでとうござ

います。

職業奉仕に乗っ取り、岡本さん、斉藤さん、いつもお世話

になります。

石塚龍夫 会員

誕生祝を戴きありがとうございます。５６才になります。

今年もよろしくお願いします。

田村会長お誕生日おめでとうございます。

大瀧和弘 会員

結婚記念日のお祝いをいただきありがとうございます。

所用により理事会のみ出席で例会は欠席させて

頂きます。

小林勇一郎 会員

結婚記念日のお祝いを頂きありがとうございます。

豊田光弘 会員

結婚記念日祝いをいただき有難うございます。３２回目と

なります。金婚式目指して！

久保賢司 会員

豊田会員ご婦人、明美様ようこそ。新しいトイレの使い

心地はいかがですか。不具合などありましたらなんなりと

お申しつけ下さい。

川堀哲男 会員

お祝いいただきありがとうございます。

結婚記念月、誕生記念月の皆様お目出とうございます。

栁田尚宏 会員

今日は妻の誕生祝をいただきありがとうございます。

太田浩彰 会員

今月結婚祝い、お誕生日祝いの皆様おめでとう

ございます。

渡邉佳寛 会員

今月誕生日、結婚記念日を迎えられた皆様、

おめでとうございます。

先日、久保賢司会員と坂本光会員に私の教室で

職業奉仕をしていただきました。ありがとうございました。

青木圭太 会員

お誕生日、結婚記日を迎える会員、会員婦人の皆様

おめでとうございます。また本日、早退させて頂きまして

申し訳ございません。

馬場照夫 会員

誕生日、結婚記念日を迎えられました皆様、

誠におめでとうございます。

■本日のスマイルボックス 見目 良一 君

■幹事報告 幹事 久保 康夫 君

■乾杯 石田 順一 ＰＰ

皆様こんにちは。

ご指名ですので乾杯の音頭をとらさせてもらいます。毎日

寒い日が続いております。インフルエンザの流行の兆しも

出ております。栄養ドリンクを飲んで毎日頑張っていきま

しょう。

誕生月を迎えました会員の皆様また奥様、そして、結婚

記念日月を迎えた皆様本当におめでとうございます。末永

くお幸せになってください。本日は乾杯ではなく｢おめでとう

ございます｣で杯を挙げたいと思います。

それでは参ります。

おめでとうございます！

1、プログラムの変更について
2月18日 炉辺会合発表予定から真岡市長卓話に変更

2月23日 ＲＩ創立記念日予定から2月21日Ｉ．Ｍ．に振替変更
3月10日 内部卓話を変更し、炉辺会合の発表

承認

2、親睦家族旅行の進捗状況について
4月23,24日 焼津黒潮温泉

3、1月会計報告について 承認

4、炉辺会合3月10日発表 承認

5、Ｉ．Ｍ出席のお願い 2月21日14：00アプローズ益子
25日振替休会

田村浩次 会長

今月誕生日、結婚記念月を迎える会員、会員婦人の皆様

おめでとうございます。２月４日立春の日は私の誕生日に

あたります。皆様に祝福をいただき、ありがとうございます。

久保康夫 幹事

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。

豊田さんの奥様ようこそ。豊田親睦委員長には、大変お世話

になってます。元気になってよかったですね！シニ目の

反対の会長誕生日おめでとう。

岡本俊夫 会員

２月４日は田村会長の誕生日、おめでとう！羽田沖に

全日空機が落ちた日でもある!!
２月２１日、益子ＲＣ担当のインターシティーミーティング、

親クラブとしてのプライドを見せましょう。会長、幹事の命令で

１００％出席の例会とします。
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6月出席率

0前回までのその他繰越金
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■月間予定
2月

I
M
振
替
休
会

3月

9月出席率 10月出席率 12月出席率

1,718,662

－ 39 (1) 5

出席免除５名（有資格者２名　＋　有理由者３名）
例会日 出席義務 事前ＭＵ 事後ＭＵ

95.65%
89.36%

2月出席率

例
会

（
外
部
卓
話

）

青
年
会
議
所
理
事
長
卓
話

※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１月２１日 46 3

1月出席率

0

7月出席率
２月４日 46 3

11月出席率

41 (0)
出席

例
会

（
真
岡
市
長
卓
話

）

前回までのスマイル繰越金 1,633,300
会員 50,000

前回までの米山繰越金 30,984
米　　山 4,378

ビジター 0
合計 50,000

1,683,300累計

累計 35,362

8月出席率

月
初
例
会

92.05% 91.99%

■出席報告
在籍５１名（１月より）

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
2

例
会

２月１８日（木）

＜通常例会＞

［外部卓話］

真岡市長 井田隆一様

演題 ｢夢｣

■本日のプログラム ■次回のプログラム

２月２１日（日）

インターシティーミーティング

■２月４日のお食事■２月４日までのスマイルボックス
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