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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」

２０１６．３．３ ＮＯ．２７８８

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

斗六扶輪社 金希仁様

宇南山由紀子様

米山奨学生 チュア・チー・シェン君

■会長挨拶 会長 田村 浩次 君

今日は３月３日「ひな祭り」です。「ひな祭り」は女の子の健やかな成長と幸せを願う行事として日本人が真心をもって

伝えてきた習わしです。私も娘がいますのでお雛様を飾ってきましたが、いつまでも飾りつけをしていると縁談が遠のくと

も言われますので、今年より飾らないことにしました。そうは言いながらも子供を慈しむ心は変わることなく、この時期は

心が躍ります。

ＲＩ強化月間の今月のテーマは「水と衛生」です。２０１４年１０月にＲＩ決議により地域社会における安全な水の公平な提供、
衛生設備や衛生状況の改善、持続可能な水設備と衛生設備設置の資金調達をし、インフラ整備のための人材を育てる奨学支援を

強化する月間と定められました。世界には多くの地域において生活インフラの整っていない中、生活している人々が沢山います。

私達は、世界の中で最も清潔で衛生的な環境と豊富な水資源の中で生活しています。恵まれた環境の中で生活していた私は５年

前の３月１１日、東日本大震災の地震被害が大きかった地域に住んでいたため、生活インフラが破壊された中で生活することになり

ました。水道管破損により断水し、飲み水がないことが一番困ることでした。酒類の備蓄は十分でしたが、生活する中で真水が必要

でした。この経験により常備水を蓄えております。また、衛生面では水洗トイレの流す水が出ずに流せませんでしたので、川に行き

トイレ用の水の確保に努めました。今は、お風呂の水は常に張った状態で万一に備えています。また、停電となり、暖房も使えない

ため、大変寒い思いをしましたので、今はダルマストーブを利用するようになりました。震災によって、今まで経験した事のない不自

由な環境で過ごしたことにより、私が当たり前に感じている生活インフラの恵まれた環境に感謝しています。
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■３月に誕生日を迎える会員及び会員夫人

世界には多くの人々が厳しい環境で生活している地域があります。今年のラビンドランＲＩ会長のテーマ「世界へのプレ

ゼントになろう」に沿えるよう国際奉仕に対する意識を高め、私達ロータリアンが手の届く範囲でどのような国際奉仕が

出来るか、皆さんと共に考えていきたいと思います。

＜会員夫人＞

５日 廣田 茂会員夫人 典子様

９日 宇南山 照信会員夫人 由紀子様

１５日 角張 真之会員夫人 典恵様

２０日 福原 一郎会員夫人 和恵様

２５日 野澤 巧会員夫人 佳子様

２６日 淡路 晃会員夫人 智晴様

２８日 大瀧 守一会員夫人 秀子様

３０日 渡邉 佳寛会員夫人 佳子様

■幹事報告 幹事 久保 康夫 君

■斗六扶輪社 金 希仁様

通称ＢＢです。ＢＢは「Ｂｉｇ Ｂｉｒｄ」という旅行社名です。通常、
会場の横に立って通訳しているのですが、初めて正面で挨拶す

ることになり、緊張ぎみです。

２月の正月前に高雄市で午前３時４０分頃地震がありました。

私は台北市におり日本からの電話で初めて知りました。岡本さ

ん、田村さん、久保さん、井田市長等多くの人から電話がありま

した。幸いにも斗六クラブの皆様や正心中学校には被害はあり

ませんでした。地震で一つのビルが倒壊し、死者１１６名の内１

１４名がビルの下敷きになり死亡しました。運悪くそのビルは、

基準の緩い２０数年前の建築法で建てられたもので、構造的に

弱い建物、手抜き工事、液状化現象が重なり、崩壊したビルで

した。

今年は、扶輪社に５名の新入社員が入り、来年度の会長にシ

ンシアＰＰの奥様が選出されました。来年度は１０名増やすと

言っております。

今回は東京に来ましたので参加させていただきました。お会い

出来てよかったと思います。今日はありがとうございました。

今日はありがとうございました。私は５年程、日本損害

保険協会で保険業務の仕事をしていました。５０㏄のバ

イクの保険約款を作ることが最後の仕事になり、昭和４０

年１月３１日大蔵省の認可を取り退職しました。

父が結婚記念日を忘れないようにと５１年前の３月３日

挙式しました。翌日から幼稚園創りが始まったので、家

内は東京に勉強に行き、私は比叡山に入山し勉強して

いました。５１年今日まで無事過ごしてきました。

今日持参した本を作る準備をしているときにはいつも

私を支えてくれました。家内の出席は今日が最後になる

と思います。今日まで親しくしていただきありがとうござい

ました。

女性だけの韓国エステの旅、斗六訪問、世界大会への

参加等の思い出ありがとうございました。

＜会員＞ ８日 小倉 俊昭 会員

１３日 淡路 晃 会員

１６日 篠原 宣之 会員

２２日 廣田 茂 会員

２７日 齊藤 敏彦 会員

３０日 石田 順一 会員

■３月に結婚記念日を迎える会員ご夫妻

３日 宇南山 照信 ・由紀子 ご夫妻

３日 柳 浩雄 ・ 洋子 ご夫妻

６日 宗像 拓 ・ 寿子 ご夫妻

８日 廣田 茂 ・ 典子 ご夫妻

１３日 野澤 巧 ・ 佳子 ご夫妻

２０日 石川 久雄・イメルダ ご夫妻

２９日 福原 一郎 ・ 和恵 ご夫妻

■宇南山 照信・由紀子様 ご挨拶

・ 第４グループゴルフコンペ １３名参加予定。

・ ４月７日花見例会は４月５日（火）に変更。

リス村。時間は後日連絡。
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田村浩次会長

今月、誕生日、結婚記念日を迎えた会員、会員婦人おめでと

うございます。特に３月３日の今日、５１回目の結婚記念日を

迎えられた宇南山ご夫妻に敬意を表します。

チュア君いらっしゃい。来訪びっくりしました、ようこそＢＢ。

久保康夫幹事

今月、誕生日、結婚記念日を迎えられます皆様おめで

とうございます。宇南山さんの奥様本日はおめでとうご

ざいます。また、ご来訪ありがとうございます。

金さん、ＢＢさんいらっしゃい。どうしたの？お土産あり

がとうございます。
宇賀神裕一エレクト

ポールハリスフェロー表彰をいただきまして。

本日理事会にて委員会編成承認を頂きました。よろしくお願

い致します。

篠原宣之会員

誕生祝いをいただいて。

「めでたさも中ぐらいなり俺が春」又一歩近づいてしまいまし

た。

宇南山照信会員・由紀子様

結婚祝、由紀子誕生祝にご招待下さいましてありがとうござ

いました。これからの諸会に由紀子は出られませんが、ＲＣ

の今後益々のご発展をお祈りしております。

岡本俊夫会員

宇南山由紀子様ようこそ。

４月１９～２１日久保幹事と訪斗致します。

４月２日山前地区会員手作りの花見会が西田井駅前で挙行

されます。実行委員長は大堀さん、副委員長が石川君です。

皆さんお出掛け下さい。

福原一郎会員

妻の誕生祝さらに私共の結婚記念日をお祝いいただきあり

がとうございます。

ビビさんようこそ。

宇南山様ご夫妻、３月３日の結婚記念日と例会日が重なり誠

におめでとうございます。

石田順一会員

誕生祝をいただいてありがとうございます。幸子姫からは何

をいただけるか楽しみです。

Ｂ．Ｂのご来訪を歓迎申し上げます。

サイ君いらっしゃい。

広瀬紀夫会員

宇南山様の奥様ようこそいらっしゃいました。

ＢＢようこそ。

大瀧守一会員

今月、誕生日及び結婚記念日を迎える会員の皆様及

び奥様おめでとうございます。又、今日は妻への誕生

祝を頂きありがとうございます。

野澤巧会員

先週、久保幹事に同行し、川奈ゴルフ大会に参加し団

体戦にて優勝させていただきました。

本日は妻の誕生日と結婚記念日のお祝いをいただき、

この上ない喜びでございます。誠にありがとうございま

す。

廣田茂会員

誕生日祝い二人分と結婚記念祝を頂きまして誠にあり

がとうございました。

■ 乾杯 広瀬 紀夫会員

■本日のスマイルボックス 見目 良一 君

柳澤 正弘 君

・ ４月１０日 しもつけＲＣ創立２０周年記念式典 ８名参加

・ 斗六ＲＣに台湾地震災害義援金 ４月１９日～２１日

久保幹事、岡本俊夫ＰＰ持参

・ ２月会計報告 承認

・ 次年度委員会発表

・ 真岡西ＲＣ ３月２２日の例会は移動例会のため例会場に

はいません。

■ポールハリスフェロー賞

齊藤敏彦会員（１回）、杉村久夫会員（５回）、篠原宣之会員

（５回）、福原一郎会員（４回）、海老原均会員（２回）、三澤

幸光会員（１回）、金子正男会員（１回）、石塚龍夫会員（１回）、

宇賀神裕一会員（２回）

篠原泉会員（５回）

宇南山由紀子様ようこそおいでいただきました。ＢＢようこそ。

今月誕生日、結婚記念日を迎えられた皆様、ポールハリス

フェロー賞の皆様おめでとうございます。

皆様のご健康を祝して、乾杯。
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■出席報告 出席委員長代行 石井 誠 君

■委員会報告 青少年奉仕委員長 大越 正和市村忠男会員

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。

今日、新年度委員会編成表を配布させていただきました。

次年度もよろしくお願いします。

齊藤敏彦会員

Ｂ.Ｂ.ようこそいらっしゃいました。
本日誕生祝をいただきありがとうございました。また、今月、

誕生日、結婚記念日を迎えられた会員、ご夫人の皆様おめで

とうございます。

宇南山夫人ようこそいらっしゃいました。

大瀧和弘会員

今月、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。

大越正和会員

今月、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。

３月６日のバレーボール大会、宜しくお願いします。

岡本佳男会員

金さんようこそいらっしゃいました。ごゆっくりおくつろぎ下さい。

今月、お誕生日並びに結婚記念日お祝いを迎えられる皆様、

おめでとうございます。

坂本光会員

昨夜は炉辺会合でお世話になりました。

今月、お誕生日、ご結婚お祝を迎えられる皆様おめでとうご

ざいます。

宇南山夫人、Ｂ.Ｂいらっしゃいませ。
渡邉佳寛会員

炉辺会合第２班の方々、昨夜は大変お世話になりました。

田村会長も出席ありがとうございました。

宇南山先生のひかり幼稚園のスタッフに娘たちが２０年前に

お世話になった方がいることを知り、涙が出そうでした。

平石典嗣会員

３月のお誕生日、ご結婚記念日の皆様、たいへんおめでとう

ございます。

暖かくなり、いよいよ花粉症の季節になりましたネ。

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。

今後ともよろしくお願い致します。

角張真之会員

妻の誕生祝を頂きましてありがとうございます。

ロータリーからの案内がないと忘れてしまいそうです。

３月６日、第３２回真岡ロー

タリークラブ杯小学生交流

バレーボール大会に出席よ

ろしくお願いします。

８時３０分開会式になります。

■米山奨学金授与 チュア・チー・シェン君

■ 正副ＳＡＡ 中川 宏行君

久保 賢司君
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前回までのスマイル繰越金

3月 4月
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 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火水木

※出席数の（　）は出席免除者の出席を表す

例
会

例
会

（
真
岡
Ｊ
Ｃ
理
事
長
卓
話

）

0

■月間予定

月
初
例
会

例
会

（
炉
辺
会
合
報
告

）

例
会

振
替
休
会

花
見
例
会

（
夜
間

）

1,767,300
78,000

4,000
4,000

1,889,449

0
78,000

1,845,300
35,362
4,787
40,149

会員

前回までのその他繰越金
その他
累計
合計金額

累計

ビジター
合計
累計

前回までの米山繰越金
米　　山

在籍５１名 出席免除５名（資格者２名　＋　有理由者３名）

補正後２月１８日
　３月３日

出席義務 事前ＭＵ 事後ＭＵ
46
46

3 8
出席率 本年度累計出席率例会日

－ 41（2）
3月出席率 4月出席率6月出席率7月出席率 8月出席率 11月出席率

■出席報告

92.05% 91.99% 93.79%

35（1） 1 97.87%
89.58%

5月出席率12月出席率 1月出席率 2月出席率

84.74% 97.52% 96.73% 92.00% 96.45%

5
9月出席率 10月出席率

出席 欠席

2

３月１０日（木）

炉辺会合報告

クラブ協議会

■本日のプログラム ■次回のプログラム

３月１７日（木）

＜外部卓話＞

真岡青年会議所理事長

■３月３日のお食事■３月３日までのスマイルボックス
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第３２回真岡ロータリークラブ杯小学生交流バレーボール大会
３月６日開催 ２４チームが参加

優勝 山前南バレーボールクラブ

準優勝 真岡東バレーボールクラ

３位 物部Ｖ・Ｂ・Ｃ

３位 小貝ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙｽﾎﾟｰツ少年団
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