
【芳賀町　ロマンの碑】

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」

２０１６．６．９ ＮＯ．２８０１

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

■お客様

ＳＡＡ 中川 宏行 君

会長 田村 浩次 君

我らの生業

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

皆さん、こんにちは。今日のお客様をご紹介致します。

米山奨学生チュア君、ようこそいらっしゃいました。また、

皆様のご承認を頂きました新入会員３名がオリエンテー

ションを済ませ、ここにお見えになっています。大森貴之様、

田辺義貴様、仲野新吾様、ようこそお出で下さいました。

先日皆様にお伝えしました真岡ＲＣ細則の改正について、

後ほど承認を頂くことになっております。さらに会長・幹事

の総括も後に控えておりますので、簡単ですが本日はこ

れにて会長挨拶と致します。

■クラブ細則改正決議 会長 田村 浩次 君

真岡ＲＣ細則の条文は、真岡ＲＣ定款第１７条にある通

り、細則が定める方法によって改正することができます。

細則第１６条に基づき10日以上前に皆様に通知してあり
ますので、例会参加者の３分の２の賛成をもって改正す

べく、これより賛否を問いたいと思います。なお、その際

木村会員より第３条第１節の「次次年度会長」を「次次年

度会長候補」とした方がよいというご指摘がありました。

この点も含め、改正に賛成の方は挙手をお願いします。

では３分の２以上の賛成を頂きましたので、真岡ＲＣ細

則を改正いたします。どうもありがとうございました。

※改正箇所については、後ほど配布される2016～2017
年度現況報告書をご覧下さい。
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●田村浩次会長

残すところ来週の最終例会のみとなりました。今日

は田村・久保年度の事業報告をします。会員の皆様の

一年間にわたる御理解と御協力をかみしめながら発表

します。

また、今日３名の新入会員のオリエンテーションが

終了しました。次年度へ勢いをつなげました。

●久保康夫幹事

本日は新入会員３名のオリエンテーションが終了し

ました。おめでとうございます。福原情報委員長、お

疲れ様でした。また、私ごときの総括があります。大

変恐縮しております。笑わないで下さい。

●宇賀神裕一エレクト

田村会長、久保幹事、いよいよラストが近づいてき

ました。総括宜しくお願いします。

７月が近づくにつれ、ドキドキしてしまいます。

●杉村久夫会員

今年も毎朝ウグイスとホトトギスの鳴き声を聞きな

がら高原に行ったような気持ちになります。

●岡本俊夫会員

会長、幹事、一年間の総括心して拝聴させて頂きま

す。御苦労様でした。大森、田辺、仲野３君の入会を

歓迎致します。仲良くやりましょう!!

次年度親睦委員長として最終例会二次会の参加をヨ

ロシクお願いします。

●福原一郎会員

田辺様、大森様、仲野様、真岡ロータリークラブへ

の入会承認、おめでとうございます。

●広瀬紀夫会員

新入会員の皆様、歓迎いたします。

会長、幹事、一年間お疲れ様でした。

●杉田貞一郎

コメントが書けない…。

●野澤巧会員

過日の炉辺会合では３班の方々に大変御世話様にな

りまして、ありがとうございました。本日はその残金、

その他諸々スマイルにさせていただきました。

田村、久保年度も最終追い込みですネ！最後のまと

めを期待しております！

次頁へつづく

■本日のスマイルボックス 見目 良一 君

柳澤 正弘 君■委員会報告 副幹事 市村 忠男 君

事業報告の提出をお忘れの方はお急ぎ下さい。ま

た事業計画は明日までですので提出をお願いいたし

ます。

なお、会報に誤字がありました。「監事報告」を

「幹事報告」に訂正してホームページに掲載します。

失礼いたしました。

■米山奨学金授与 チュア・チー・シェン 君

チュア君、頑張ってます！

■会員報告 宇南山 照信 君

皆様にお配りしたマンガは雑誌「健康日本」の６

月号に掲載されたものです。私が取材を受けて話し

たことが載っています。商業都市や工業都市、住宅

都市は金を積めば出来上がりますが、自然に恵まれ

た田園都市や歴史そのものはどれだけ金を積もうと

も極めて長い時間をかけなければ出来ません。取材

の際にはその大切さを説明しました。また、真岡市

と二宮町が合併したとき、「二宮」という地名が残

らなかった無念さについても伝えました。農村文化

を発展させた二宮尊徳氏の歴史をなぜ語り継ごうと

しなかったのか、本当に残念に思います。寺内駅が

無人駅であることなども伝えましたら、編集者がそ

れらをマンガにしてくれましたので、ぜひご覧に

なって下さい。

■委員会報告 次年度親睦委員会 大越 正和君

６月１６日最終例会後の２次会を「志穂」で行い

ます。今日の段階で３６名の出席を頂きました。会

長・幹事へのねぎらいの気持ちの表れであると思い

ます。皆様ご出席のほど、よろしくお願いいたしま

す。
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●市村忠男会員

２日の第１回クラブ協議会に各委員長には多数参

加いただきありがとうございました。不手際が多く、

先が心配になりました。

昨日は情報委員会合同の引き継ぎを開催していた

だきありがとうございました。

●三澤幸光会員

会長、幹事の一年間の総括、大変ご苦労様でした。

新しく入会された皆さん、是非真岡ＲＣを楽しん

で下さい。

●石塚龍夫会員

新入会員の皆様おめでとうございます。

田村会長、久保幹事、大変ご苦労様でした。

ＲＣ市貝支部では本日19時より田村会長慰労会を

ポジャンで開催します。飛び入り参加ＯＫです。

●中川宏行会員

田村会長、久保幹事、１年間お疲れ様でした。

あっという間の１年でした。

●大瀧和弘会員

田辺さん、仲野さん、大森さん、この度はご入会

おめでとうございます。そして、入会して頂き誠に

ありがとうございます。増強委員長としてこんな嬉

しいことはありません。

●大堀文雄会員

田村会長、久保幹事、１年間ありがとう。

●石川久雄会員

来週はコンサルの仕事で中国に居ます。最終例会

は欠席になりますので、今日スマイルを入れます。

●小林勇一郎会員

私のアモーレの誕生祝いをいただき、ありがとう

ございました。

●久保賢司会員

田村艦長、久保操縦士長、港が見えてまいりまし

た。錨を降ろすまで安全運転でお願い致します。

●栁田尚宏会員

今日は会長・幹事の総括拝聴させていただきます。

新入会員の皆様ようこそ。大歓迎です。本日は

ゆっくりしていって下さい。

●渡邉佳寛会員

田村会長、久保幹事、総括ご苦労様です。

情報委員会の皆様、昨日はお世話になりました。

「ながせ」は歩いて２分なので毎日でもＯＫです。

●青木圭太会員

田辺さん、大森さん、仲野さん、ようこそいらっ

しゃいました。大森さん、仲野さんにおいては公私

共に日頃から仲良くさせて頂いているので、非常に

うれしく思っております。これから末永くよろしく

お願いします。

■会長総括 会長 田村 浩次 君

2015年～16年度国際ロータリーＫ.Ｒ.ラビンドラ

ン会長は「世界へのプレゼントになろう」という

ロータリーテーマを掲げました。

ロータリアンは地位や身の上にかかわらず、才能、

知識、能力に加え、献身と熱意を持ち合わせており、

それらを世界の人びとにプレゼントすることで、誰

かの人生に、そして世界に真の変化を起こすことが

できるはずであると述べました。

このテーマを受けて、真岡ロータリークラブでは

各会員がロータリアンとしての資質向上を図るため、

ロータリークラブの活動を通じて自分を磨き、研鑽

し、奉仕の心を育もうとの思いで今年度のクラブス

ローガンを「入りて学び出でて奉仕せよ」と致しま

した。

今年度のクラブ方針につきましては、クラブ入会

10年未満の会員が三分の二を超える現状と、国際

ロータリーよりの情報伝達方法がインターネットと

なり、各会員がマイロータリーへ登録することに

よって多くのロータリー情報リソースを集めやすい

環境が整備されたことを考慮し、次の五つに決めま

した。

①例会の充実

ロータリーアンの義務は例会に出席することです。

多くの仲間たちと互いに親睦を深めるためには例会

に参加することが大前提です。ここ近年出席率が低

下しておりましたので、強いりーダーシップのある

岡本俊夫ＰＰに出席委員長を依頼した結果、第2550

地区トップレベルの94％を越える出席率を達成でき

ました。多くの会員が参加する例会は活力を得て常

に明るく、笑顔の絶えない会員同士の交流が出来ま

した。

②会員の増強

今年度は、若い世代の会員候補者を重点的に選考

する目的で、会員の中から比較的若い年齢の大瀧和

弘会員を増強委員長に選任し、同年代の情報を集め、

会員増強のための積極的な勧誘を図りました。

その結果、年齢が若い世代の５名を増員出来まし

たが、退会会員が３名いましたので純増会員２名で、

会員数は５２名となりました。

会員増強は組織活性化に不可欠な方針ですので、

今後とも継続して戴きたいと考えます。

③委員会の活性化

飯田会長年度より国際ロータリーＣＬＰ（クラ

ブ・リーダーシップ・プラン）の導入があり、クラ

ブを長期的に発展させ、活性化を図る目標を掲げま

した。クラブ内委員会は五大委員長をトップとして

各委員会が活動する構成となり、真岡ロータリーク

ラブが長い歴史の中で培ってきた各委員会が主体と

なって取り組んできた事業においては混乱を招く事

態となりました。

次頁へつづく
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今年度のクラブ事業には多くの会員参加をいただ

き、活発な親睦、奉仕活動が出来ました。その結果、

年度終盤の例会では笑顔があふれ、会話が弾む様子

がうかがわれました。それを見て私は、活力あるク

ラブ運営が出来たことを確信しました。

そしていつも笑顔でクラブ室を華やかに彩り、す

べての会員に憩いと安らぎを与えてくれた野沢泉事

務局の存在は大変貴重なものでした。

最後になりますが、クラブ方針実行のために役員、

理事、各委員会と緻密な打ち合わせを行い、細かく

気を配りながら影となり日向となって会長を引き立

ててくれた久保康夫幹事には、大変感謝しています。

真岡ロータリークラブ会員の皆様と共に一年間充

実した活動が出来たことに心より御礼申し上げ、事

業報告といたします。

そのような中、広瀬年度よりＣＬＰ組織の活性化

をクラブ方針に定め、海老原年度、そして今年度と、

組織図に沿って五大委員長と各委員会委員長、委員

の密なる協議による年度計画の実践を図りました。

その成果が実り、継続的なクラブ事業が円滑に行え

る基盤が出来たと思います。個々の委員会活動を見

ましても、それぞれが自発的に事業計画を考案し、

実行するという委員会の活性化に繋がったと思われ

ます。

④情報電子化に対する対応

前述の通り、今年度より国際ロータリー情報がオ

ンラインで効率的に収集することができるようにな

りました。また、会員がマイロータリーに登録する

ことによって、さらに多くのロータリー活動情報や

参考文献が得られることになりました。

第2550地区の中谷ガバナーから依頼されたマイ

ロータリー登録の目標５０％を、当真岡ＲＣは地区

内トップの迅速さで達成しました。加えて７０％を

超える数字を実現できたのは、石塚龍夫広報委員長

の熱意の賜物と感謝しております。

今後、ネット環境にすぐに対応できない会員につ

いては段階的な対応を期待したいと思います。

⑤継続事業の充実

真岡ロータリークラブの諸先輩が積み上げてきた

継続事業をすべて継承し、内容が充実するよう、各

委員会、そしてすべての会員の皆さんと一丸となっ

て取り組んできました。

委員会の活性化方針と並行して、各委員会の継続

事業が会員の積極的参加により意義深いものとなっ

たと思います。また、地区より定められたロータ

リー財団寄付、米山奨学金寄付目標も達成しました。

そして会員の皆様の御協力により、今年度も災害被

災地への寄付活動が出来ましたこと、深く感謝いた

します。

今年度の継続事業内容は、現況報告書に記載され

た各委員会報告を参考にして下さい。

今年度の真岡口－タリークラブ会長就任にあたり、

クラブ入会１０年未満の経験の浅い私が選任されま

した。今までのクラブ会長５７代に渡る中で初めて

の事と思います。また多くの会員が入会１０年未満

の経験の浅い会員構成となっており、今年度のクラ

ブ運営に対し先輩会員、パスト会長の皆さんにおか

れましては大変心配されたことと思います。

その様な状況で、まだロータリアンとして未熟な

私達が取り組んだことは、諸先輩から多くの指導を

得ながら良きロータリアンとして自分たちの資質を

向上させ、そして奉仕の精神を育てることでした。

そして、数年前より地域に根差した奉仕活動が出

来ないかとの機運の高まる中、今年度より地域限定

の身近な人びとを対象とした、奉仕活動検討委員会

がスタートすることとなりました。

「入りて学び出でて奉仕せよ」の今年度会長テー

マが形となって実践できたことは、役員、理事、各

委員会に選任されたすべての会員の皆様の御協力と

御理解の賜物と感謝しております。

■幹事総括 幹事 久保 康夫 君

まず最初に、会員各位の皆様のご協力を賜りまし

て、浅学非才の私が１年間、幹事職を務める事が出

来ましたことは、偏に皆様のご協力の賜物と、心よ

り深く感謝申し上げます。誠にありがとうございま

した。

早速ですが、総括と言う事で、述べさせて頂きま

す。まず、本年度一番に触れなければならない事は

出席率についてです。岡本出席委員長、篠原泉ＰＰ、

石井委員長代行の３人で頑張って頂きました、今年

度直前幹事が会長ということ、会長幹事が在籍10年

未満の未熟者ということで適切なアドバイスを頂け

るよう、岡本出席委員長には直前ＡＧとして、異例

ですが理事に加わって戴きました。当初は「出席の

締め付けが厳し過ぎる」とのご意見も多く頂戴いた

しましたが、幹事の立場上「あまり厳しくしないで

ください」とも言えず、その場凌ぎで「まあまあ、

我慢して下さい」という対応をしてしまいました。

また、岡本出席委員長からも「俺を更迭しろ」と言

われた経緯も御座います。まじめな性格故に真剣に

活動して頂き、また、「ご本人も悩まれているんだ

なあ～」と強く感じました、何の得にもならない嫌

われ役をかって出てくれていると思うと、本当に感

謝の気持ちでいっぱいで、今思い出しても目頭が熱

くなります。

しかしながら幹事としては、出席率向上も重要な

課題でありますが、退会者を出さないこと、楽しい

例会にすることも重要課題でありました。

次頁へつづく
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結果は皆様ご存知の通り厳粛なメイク規定や出席

基準にも関らず、出席率は飛躍的に上がり、多数の

ホームクラブ例会参加者による和やかな例会を行え

たと思ってます。また、出席率向上に起因する退会

者は１人も出ませんでした。改めて真岡ＲＣ会員の

高い良識とロータリアンとしての資質の高さに敬意

を表したいと思います。なお、今年度は前年度まで

クラブの運営上やむなく在籍頂いた方が退会し、新

たに入会された方が出席下さった事や、工場新築の

ため、出席出来なかった方が皆出席者になる勢いで

貢献頂いていることなどが重なった結果で、決して

過去の出席委員会が怠慢であったという訳では無い

ということを付け加えさせて頂きます。

その他すべての五大委員長、各委員会さんに細か

く感謝したいのですが、時間の都合大変申し訳ござ

いません。プログラム､スマイル、親睦活動始め「My 

Rotary」登録の広報、一番大変な２年目をまとめて

くれた会報、助成金制度が変わり大変だった社会奉

仕、「誠心誠意」を子供達にも伝えようと頑張った

青少年奉仕、日曜日も付き合ってくれたＲ財団等、

皆様本当にお疲れ様でした。

次に、皆様にご心配とご迷惑をお掛け致しました

スマイルのお金の使い方ですが、私は形より実を取

りました。それは各委員長が決められた適切な予算

の中で、責任を持って各事業を遂行して頂きたいと

いう気持ちからです。委員長主体の適切な予算の中

で、事業を行う仕組みを作りたかったということで

す。

今後どのようになるか解りませんが、何れに致し

ましても、やることは変わらず、解釈の違いだと思

いますので、最初から適正な予算を組むべきと私は

思います。

それから真岡ＲＣ独自の継続事業ですが、私の勇

み足や過度の慎重思考が交錯して進捗が遅れ、次年

度に託すような形になり申し訳なく感じております。

地元に、次の世代に貢献することが出来る素晴らし

い事業になるよう、みんなで頑張りましょう。

最後に、わがままな幹事で大変ご苦労されたと思

いますが、余計なことを言わずに耐えて頂いた田村

会長、厳粛で楽しい例会を遂行して頂いた中川ＳＡ

Ａ、久保副ＳＡＡ、会計項目変更で大変だったと思

われます角張会計及び豊田監査、そして私をおだて

励ましてくれた野澤事務局に改めて感謝申し上げま

して、総括とさせていただきます。

石井委員長代行

毎回お疲れ様です！

ベテランの域に入ってきた中川ＳＡＡと

いつも爽やかな久保副ＳＡＡ
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※出席数の（　）は出席免除者の出席を表す

前回までのスマイル繰越金

14,000

2,365,300
110,000

0
14,000

2,545,177

0
110,000
2,475,300

会員

前回までのその他繰越金

ビジター
合計

６月９日

出席義務

累計
前回までの米山繰越金

米　　山

■出席報告

97.87%
事前ＭＵ 事後ＭＵ

44
例会日
在籍５１名 出席免除７名（資格者２名　＋　有理由者５名）

補正後５月２６日

その他
累計
合計金額

累計

■月間予定
６月 ７月

最
終
例
会

（
夜
間

）

特
別
休
会

55,877
0

55,877

95.83%

例
会

本年度累計出席率

特
別
休
会

年
度
初
回
例
会

月
初
例
会

96.42%93.43%
5月出席率12月出席率 1月出席率 2月出席率 3月出席率 4月出席率

92.05% 91.99% 93.79% 93.62% 93.22%84.74% 97.52% 96.73% 92.00% 96.45%
6月出席率7月出席率 8月出席率 9月出席率 10月出席率11月出席率

44
6 0

出席率

－

出席 欠席

3
40（3） 1
43（4） 2

６月１６日（木）

2015～2016年度

＜最終夜間例会＞

フォーシーズン静風

午後６：００より

■本日のプログラム ■次回のプログラム

７月７日（木）

2016～2017年度

＜年度初回例会＞

■６月９日のお食事■６月９日までのスマイルボックス
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