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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」

２０１６．６．１６ ＮＯ．２８０２

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

奉仕の理想

米山奨学生 チュア・チー・シェン君

■会長挨拶

いよいよ会長挨拶も、最後の日が参りました。思い起こせば３年前に武田光正会長ノミニーより幹事依頼を受け、武田さんの

下で気楽に役職を果たそうと考えているさなか、武田さんが体調を崩して会長職を遂行できなくなり、この先どうなるか途方に

暮れながら大変不安な時期を過ごしていました。その後、海老原会長の下で幹事職、そして次年度会長という慌ただしい経験

に大きな戸惑いを感じつつ頑張って参りました。海老原年度の幹事としては力不足により海老原会長に大変ご迷惑をおかけし

ました。又、その年度は当クラブより岡本ガバナー補佐を選出しておりましたが、クラブ指導にあたられたとき、規定審議会より

クラブ定款の改定指導を受けている状況でありながら、当クラブでは現況報告書の定款改定が出来ていませんでした。岡本Ａ

Ｇにガバナー公式訪問までの間に改定の手伝いをして戴き、何とか無事に終わらせることが出来た次第です。歴史ある真岡Ｒ

Ｃに汚点を残したことが、幹事職の中で悔いの残ることでした。

幹事、そして会長と２年に渡りクラブの職務を全うする上で、自分の力不足を認識しましたので、自分の会長年度には実力と

行動力のある幹事をお願いしようと思い、クラブ入会同期の久保康夫さんにお願いしました。久保さんは快く引き受けて下さり、

田村・久保年度がスタートしました。久保幹事は力強く「大船に乗ったつもりで任せてください」と言ってくれたので、「それでは

ポセイドン・アドベンチャー号に乗船します」と言いますと、「ポセイドン号は沈没するので、クイーン・エリザベス号に乗り換えて

下さい」と返されました。このようなやり取りとともに田村・久保丸は就航しました。その後は久保航海士の名操舵と、海の凪の

お陰で無事今日の寄港と相成りました。大変乗り心地の良い船旅を演出して下さった久保幹事と会員の皆様に心より感謝申

し上げます。

次頁へ続く
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●田村浩次 会長

真岡ロータリー杯マラソン大会往路、復路完走し、

今日ゴールテープを切ることができました。応援して

いただいた皆様ありがとうございます。

●久保康夫 幹事

皆様１年間お世話になりました。もう少しやりた

かったのですが次回のお楽しみと致します。

今日は、勝手ながらミニ音楽会を入れさせて頂きま

した。お楽しみ下さい。

●宇賀神裕一 エレクト

田村、久保年度いよいよ本日ラストとなりました。

１年間ご苦労様でした。

七月からも宜しくお願いします。田辺さん・大森さ

ん・中野さん入会おめでとう。

●杉村久夫 会員

田村、久保年度１年間ご苦労様でした。７月からは

気持ち安らかに例会を楽しんで下さい。

●岡部貞一郎 会員

田村年度の無事終了を祝い来年度、宇賀神年度のス

タートを祝う。

●篠原泉 会員

２０１５～２０１６年度ご苦労様でした。

●篠原宣之 会員

田村会長、久保幹事はじめ各委員会の委員長さん、

１年間ご苦労様でした。

お陰様で、楽しいロータリー生活を送ることができ

ました。ありがとう。

●宇南山照信 会員

会長・幹事・ＳＡＡ、各委員長さんご苦労様でした。

●岡本俊夫 会員

会長幹事の総括では、出席についてお誉めの言葉を

頂き、岡本、篠原、石井３名恐縮をしております。今

日で解放されます!! 田村、久保君楽しい１年でした

ネ!! 全会員に感謝申し上げます!!

●福原一郎 会員

田村会長、久保幹事をはじめ、役員理事の皆様大変

にお世話になりました。

特に田村さんにおかれましては幹事・会長と連続で大

役をこなされ、お疲れ様でした。

■本日のスマイルボックス 見目 良一 君

柳澤 正弘 君

会長就任にあたり、風格、品格、人格を向上させようと心

に期していました。体重の変化もなく、見た目の風格は何と

かなりましたが、まだまだ品格、人格を評価して戴くまでに

は長い時間がかかりそうです。しかしながら、会長を務め

た期間中、会員の皆様より厚く献身的な御協力を賜り、周

りの人々に対して感謝することの大切さを学びました。今

後は皆様方より教えて戴いた感謝の気持ちを、奉仕の心

に変えていけるものと考えています。このような経験を与え

て下さった会員の皆様に、改めて御礼申し上げます。

最後になりますが、真岡ロータリークラブでは会長、幹事

はよく夫婦に例えられます。私は良き妻に恵まれ本当に幸

せでした。これをもちまして、素晴らしきパートナー久保康

夫幹事に支えられ、充実した田村・久保年度の最後の会

長挨拶とさせて戴きます。

●辻達男 会員

田村会長、久保幹事、１年間お疲れ様でした。今夜はここ

ろゆくまで、飲んで下さい。

●石田順一 会員

田村会長、久保幹事大変お疲れ様でした。ゆっくり温泉に

浸かりに行きましょう。でも、会長、幹事のおごりですよ。

●海老原均 会員

暴走しないで良かった。１年間お疲れ様でした。

●木村慎太郎 会員

会長、幹事さん、各委員長さん１年間お世話になりました。

●柳浩雄 会員

田村会長、久保幹事１年間ご苦労様でした。

●小倉俊昭 会員

会員の皆様大変ご無沙汰いたしております。都合により本

年限りで退会致します。皆様には大変お世話になりました。

●野澤巧 会員

田村会長、久保幹事１年間大変ご苦労様でした。

●廣田茂 会員

田村会長、久保幹事１年間大変お疲れ様でした。

●市村忠男 会員

田村会長、久保幹事１年間ご苦労様でした。久保幹事を見

習ってとも考えましたが、無理と思いました。マイペースで行

きたいと思います。

会報委員会の皆様、１年間お世話になりました。いい経験

になったでしょうか。

●三澤幸光 会員

田村会長、久保幹事、１年間大変ご苦労様でした。

今宵は１年間の疲れが取れる様、思う存分楽しんで下さい。

●齊藤敏彦 会員

会長、幹事１年間ご苦労様でした。あっという間の１年でし

たね。今日はゆっくり飲み、騒いで下さい。本日出席できず

ごめんなさい。

●金子正男 会員

田村、久保年度の１年間の労に感謝致します。

●石塚龍夫 会員

久保幹事、１年間田村会長をお支え頂き誠にありがとうご

ざいました。市貝支部一同、心より感謝申し上げます。

●中川宏行 会員

田村会長、久保幹事、１年間お疲れ様でした。ＳＡＡどうに

か全うすることが出来ました。深く感謝申し上げます。

●大瀧和弘 会員

田村会長、久保幹事１年間大変お疲れ様でした。そしてお

世話になり、ありがとうございました。

●大越正和 会員

田村会長、久保幹事、中川ＳＡＡ、久保副ＳＡＡ他、メン

バーの皆様１年間お疲れ様でした。そして青少年奉仕委員

長として大変お世話になりました。ありがとうございました。

●岡本佳男 会員

田村会長、久保康夫幹事、並びに役員の皆様、１年間大

変お疲れ様でした。本日もご利用誠にありがとうございます。

●小林勇一郎 会員

田村会長、久保幹事、１年間ありがとうございました。

●豊田光弘 会員

田村会長、久保幹事１年間大変お疲れ様でした。

また、親睦委員長として皆様にご協力をいただき感謝申し上

げます。

次頁へ続く
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大森貴之会員

真岡の西田井で屋根の工事業をしております大森瓦店の

大森です。どのような感じで活動しているのかまだ分かりま

せんが、皆様に教わりながら成長したいと思います。

●川堀哲男 会員

田村、久保年度１年間ご苦労様でした。

次年度の宇賀神、市村さんよろしくお願いします。

●頼近龍 会員

田村会長、久保幹事年度の最終例会、おめでとうござい

ます。今日は皆様と楽しく飲みましょう。

●淡路晃 会員

田村会長、久保幹事１年間大変お疲れ様でした。次年度

ポスト岡本ＰＰ出席委員長頑張ります。

●坂本光 会員

最終例会おめでとうございます。

田辺様、大森様、中野様のご入会歓迎致します。

●柳澤正弘 会員

田村、久保次年度最終例会開催おめでとうございます。

会長、幹事、大変お疲れ様でした。来年度もよろしくお願

い致します。

●渡邉佳寛 会員

今年度はノーメイクのすっぴんで例会出席１００％を達成

できました。次年度もがんばります！

●石井誠 会員

出席委員会は篠原泉相談役に見守られ、岡本俊男委員

長のご指導を頂き、会員の皆様のご協力により、最終例

会まで委員長代行を務める事ができました。ありがとうご

ざいました。

●青木圭太 会員

田村会長、久保幹事１年間お疲れ様でした。私は一生田

村年度の入会生です。本日はおいしいお酒楽しんで下さ

い。

●馬場照夫 会員

田村会長、久保幹事、１年間お疲れ様でした。

私も、１年間新入会員として皆様方に大変お世話になり

ました。次年度も、よろしくお願い致します。

●角張真之 会員

田村会長、久保幹事、１年間お疲れ様でした。

楽しい活動ありがとうございました。

●田辺義貴 会員

新入会員の田辺義貴です。宜しくお願い致します。

●見目良一 会員

田村、久保年度の最終章、素敵なエンディングロールと

ともに幕を下ろしていきますね。本当に楽しい１年でした。

スマイルも多くの方々にたくさん入れて頂きました。有難う

ございました。

又、新しく入会されました田辺君、大森君、しんごちゃんい

らっしゃい。楽しくやっていきましょう。

田辺義貴会員

三共食品の田辺です。

泉食品様の敷地内に出張所を開設させて頂きました。

いろいろ勉強させて頂きますので、よろしくお願いします。

仲野新吾会員

泉食品の子会社、レイクハートの専務の中野です。

何分、不慣れで皆様にご迷惑をかけてしまうと思います

が、いろいろとよろしくお願いします。

■ 新入会員
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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

前回までのスマイル繰越金

14,000

2,475,300
205,963

0
14,000

2,751,140

0
205,963
2,681,263

会員

前回までのその他繰越金

ビジター
合計
累計

前回までの米山繰越金
米　　山

その他
累計
合計金額

累計

■月間予定

■出席報告

93.62%
事前ＭＵ 事後ＭＵ

44
例会日
在籍５１名 出席免除７名（有資格者２名　＋　有理由者５名）
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７月

55,877
0

55,877

６月１６日

出席義務

94.53％（暫定）

祝
日
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本年度累計出席率

例
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(

五
大
委
員
長
方
針
発
表

)

決
算
・
予
算
報
告

（
軽
食

）

月
初
例
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出席率

－

出席 欠席

3
38（3）

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%
11月出席率

45（5） 1 97.96%

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

７月７日（木）

＜月初例会＞

会長方針発表

誕生日祝・結婚記念日祝

■本日のプログラム ■次回のプログラム

７月１４日（木）

＜例会＞

皆出席表彰

■６月９日までのスマイルボックス
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会報委員編集後記

最終「ウイークリーレポート」を発行でき安堵しております。一年間を通して、所々に当クラブの将来を示唆すると思われる

文章もあり、組織外の人に見られても恥ずかしくない「ウイークリーレポート」と自己満足しております。田村会長には一年間

耐えていただき感謝。二か月毎に各地の名所旧跡の写真をトップページに載せたことで見た目も楽しむことができたと自負し、

何より一市二町の名所旧跡を世界中に発信しているとの誤信に満足しています。委員会メンバーに恵まれ十分委員会活動ができ

ました。又、年度当初の覚悟が半減され、委員各位には感謝。

今日７月２日二年ぶりのゴルフ、楽しみというか不安というか、とにかく楽しんできます。 (委員長 市村忠男)

不慣れな会報委員ではありましたが、会員の皆様には1年間お付き合い頂きありがとうございました。 (栁田尚宏)

１年間無事になんとか会報作りできました。委員長はじめ委員会の皆様のおかげです。ありがとうございました。(太田浩彰)

経験はとても短いですが、ロータリーについてもPCについても勉強になりました。編集フォロー感謝でした。 (坂本 光)

会報作りを通してRC活動に詳しくなり、ExcelとWordにも多少強くなりました。市村委員長の校正力は圧巻です。 (渡邉佳寛)

6


