
【市貝町　芝桜公園】

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日
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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」

２０１６．４．１４ ＮＯ．２７９４

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

我らの生業

真岡西ＲＣ 諸伏 勇治 様

三澤 満子 様

■会長挨拶 会長 田村 浩次 君

今日のお客様は、三澤幸光会員の奥様、満子様と真岡西ＲＣからいらっしゃった諸伏勇治様です。諸伏様は真岡ＲＣに

長年在籍しておられた小倉執様の義理のご子息です。大変残念ながら、小倉様は先日ご逝去されました。今日はそのご

挨拶も兼ねてこの例会にお出で下さいました。後ほどお言葉を戴きたいと思います。

４月１０日に下野ロータリークラブ創立２０周年記念式典に参加してまいりました。式典に参加して２０年の歴史の意味を

感じると同時に、真岡ＲＣが３年後に迎える６０周年の重みについても考えました。当クラブにおける長い歴史の中で、地

域社会のために我々ロータリアンにできることを模索すべく、委員会を発足させることが理事会で承認されました。所得格

差ゆえに貧困にあえぐ子供たちが増え、教育における格差も年々広がっています。先月の例会で宇南山照信さんより「貧

困の中の子供 希望って何ですか」という本を紹介されました。下野新聞に連載された特集記事を「子どもの希望取材班」

が編集したものです。子どもの貧困問題というテーマを非常に良いタイミングで与えて戴きました。その本を渡邉佳寛会

員が読み、感想を自分のブログに掲載しています。その中で、特に私が感動し、共鳴した一節をご紹介しましょう。

「私は社会奉仕活動がＲＣの大きな事業の一つであることを知って入会した。今後も６～７年は働くつもりなので、自分と

女房だけなら何とか食っていける。そういう立場にいる人間は、やはり貧困状態にある子供たちのために、何か行動を起

こさなければならないと思う。」そして最後には「我らのＲＣがそういう方向へ進んでいけるよう、微力ながら私も力を尽くし

たいと思う。」と謙虚ながら強く結んでありました。 次頁へ続く
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■４月に誕生日を迎える会員及びご夫人

ここ近年、この問題に前向きに取り組むべきとの意見が数多く出てきています。また炉辺会合の中でも何度も話し合い

ました。いよいよ委員会もスタートします。当クラブも長年に渡り先輩より多くの奉仕の襷をつないできましたが、「新しい

事業は今始めなければいつになっても始まらない」という意識を我々が共有し、地域に対する奉仕活動を早い時期に実

践できるよう皆様方のご理解、ご協力を衷心よりお願いいたします。

＜会員夫人＞

５日 坂本 光 会員夫人 佳世 様

９日 篠原 泉 会員夫人 惠子 様

１４日 三澤 幸光 会員夫人 満子 様

２６日 太田 浩彰 会員夫人 純子 様

２７日 広瀬 紀夫 会員夫人 サチ子 様

■叙勲記念品贈呈 篠原 泉 会員

大変ありがとうございました。昨年秋の叙勲により今年２

月１８日に商工会議所主催で祝賀会を催して戴きました。

その折にも皆さんには大変お世話になりました。さらにクラ

ブからは何度もお祝いの言葉を戴き、心より感謝いたして

おります。そして今日もまた素晴らしい記念品を戴きまして、

重ねて御礼申し上げます。皆様方からのお言葉を肝に銘

じ、一層の精進を図りながら地域社会に微力を尽くして参

りたいと思いますので、引き続き宜しくご指導を賜りますよ

うお願い申し上げます。どうもありがとうございました。

＜会員＞ ２日 金子 正男 会員

９日 栁田 尚宏 会員

２１日 青木 圭太 会員

２８日 頼近 龍 会員

■４月に結婚記念日を迎える会員ご夫妻

６日 広瀬 紀夫 ・サチ子 ご夫妻

１０日 竹石 峰夫 ・紀美江 ご夫妻

１５日 杉村 久夫 ・喜保子 ご夫妻

１７日 海老原 均 ・富士枝 ご夫妻

２０日 齊藤 敏彦 ・ 聖子 ご夫妻

２９日 馬場 照夫 ・カツエ ご夫妻

３０日 三澤 幸光 ・ 満子 ご夫妻

■ご挨拶 真岡西ＲＣ 諸伏 勇治 様

過日の義父の葬儀に際しましては、退会したにもかかわ

らず貴クラブから多くの会員の皆様にご会葬戴き、本当に

ありがとうございました。義父は８５歳という人生の歴史を

閉じましたが、このＲＣを非常に愛した会員の一人だったと

思います。退会しても１～２ヶ月は木曜日が来ると着替え

をし、そわそわしていたようです。棺の中には、あちらでも

スケジュールを書けるよういつも利用していたＲＣの手帳を、

好きだった酒と共に入れました。皆さんが来てくれたことを

とても喜んでいると思います。今日、元気が取り柄の小倉

クニを連れてくる予定でしたが、昨日からの体調不良で叶

いませんでした。皆様方に御礼の気持ちをくれぐれもきち

んと伝えるよう言われております。本当にありがとうござい

ました。
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●真岡西ＲＣ 諸伏勇治様

過日の故小倉執の通夜、告別式に際しましては、

ご多忙にもかかわらず多くの真岡ＲＣの会員の皆様

にご参列いただきました事を厚く御礼申し上げます。

ありがとうございました。

●田村浩次会長

先週花見例会の為に今日が会員、会員夫人の誕生

日、結婚記念日祝いの例会となります。今月誕生日、

結婚記念日を迎える皆様おめでとうございます。篠

原泉さん、遅れましたがクラブより叙勲の記念品を

本日お渡しします。

●久保康夫幹事

先日の花見例会お疲れ様でした。今月誕生日、結

婚記念日の皆様おめでとうございます。篠原泉様、

会からの贈り物時間が掛かり過ぎて申し訳ございま

せんでした。特注致しましたので。

●杉村久夫会員

結婚記念日（５６回目）を迎えました。８０歳を

過ぎると１年が早いです。

●篠原泉会員

叙勲受章祝賀の節は皆様には大変御世話になりま

した。又、心のこもった記念品をありがとうござい

ました。

春の園遊会にお招きいただきました。４月２７日

には妻を従えて貴重な想い出をつくって参りたいと

考えます。又、妻の誕生祝いを頂き、有難うござい

ます。

●岡本俊夫会員

三澤満子様ようこそ!! １７日は楽しく歩きま

しょう。

篠原泉様、叙勲に引き続き春の園遊会御招待おめ

でとうございます。また令夫人の着物代がかさみま

すね!!

諸伏さん、御苦労様です。１７日夜、待っており

ます。

●石田順一会員

前回のりす村での例会おつかれさまでした。

会員みなさまのご協力で、ワン君が卒業できました。

あらためまして御礼申し上げます。まだ１名サイ君

がいますので、１年間よろしくお願い致します。

本日、記念日を迎えられましたみなさま、おめで

とうございます。

●広瀬紀夫会員

結婚記念日祝ありがとうございます。また、妻の

誕生祝ありがとうございます。

●海老原均会員

結婚祝いをいただきありがとうございます。一言、

今日まで離婚しなかったのが夢のようです。この先

はわかりません。

●木村慎太郎会員

文化庁の移転に反対する。

次頁へ続く

■ 献杯 岡本 俊夫 会員 ■本日のスマイルボックス 見目 良一 君

柳澤 正弘 君

■幹事報告 幹事 久保 康夫 君

① ３月の会計報告承認されました。

② 真岡ＲＣ独自の継続事業検討委員会委員の選任方

法について、会長・幹事に一任されました。会員諸氏

に事業内容の具体的な提案やご意見があれば、文書で

幹事または事務局に提出するようお願いします。締め

切りは５月１２日（木）です。貧困に苛まれる子供達、

教育を受けられない子供達を救うため、メールやFAX

で数多くのご意見をお寄せ下さい。

③ 例会用のやや小さめな国旗とＲＣ旗、台湾国旗の

購入を予定していますが、反対のご意見がある場合は

仰って下さい。

④ 旅行参加者が２０名になりましたが、さらに多く

の方々の参加をお願いします。

⑤ しもつけＲＣの２０周年記念式典に参加しました。

タイの友好倶楽部も参加し、盛大に行われました。真

岡ＲＣからお祝い金とクリスタルの記念品を贈呈しま

した。

⑥ 大堀会員から休会届が出ておりますが、両眼とも

手術が成功しました。

春爛漫で日本が最も華やかなときに当クラブの第３７代

会長小倉執さんが亡くなられました。改めて西方浄土への

御往生と御冥福をお祈りいたします。

また、今月結婚記念日と誕生日を迎えられた皆様、おめ

でとうございます。

小倉さんが会長を務められたときの委員長として今ここ

にいらっしゃるのは木村さん、篠原泉さん、篠原宣之さん

の３名だけです。それほど我がクラブは歴史があるのだと

思います。先人達が築いてくれたこのクラブを、皆様方の

最大限の努力で素晴らしいクラブとして継続していけるよう

願っております。

では、小倉先輩の西方浄土への御往生を心から念じまし

て献杯いたします。献杯！
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■委員会報告 青少年奉仕委員長 大越 正和

●野澤巧会員

結婚、誕生記念を迎えられた方々、誠におめでとう

ございます！

先日金子さん、広瀬さんの奥様と一緒のゴルフコン

ペで妻が３度目のホールインワンを達成いたしました。

妻に負けない様努力していきたいと思っております！

篠原泉様、大変おめでとうございます。

●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。

４月３日は地区研修協議会に８名で参加しました。

ご苦労様でした。いよいよ新年度が始まると実感して

おります。よろしくお願いします。

小倉執様のご冥福をお祈りいたします。

●三澤幸光会員

今日４月１４日は妻満子の誕生日です。また私共二

人の結婚記念日でもあり、こうして皆様の心温まるお

祝いをいただき大変うれしく思います。ありがとうご

ざいます。

諸伏さんようこそ！過日は大変御苦労様でした。

●齊藤敏彦会員

本日結婚記念日のお祝い誠にありがとうございます。

２５周年になったらしいです。当日は私は海外にいま

す。

●金子正男会員

誕生日祝いをいただきありがとうございます。どう

して年と体重は増えていくのでしょうか。

●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。

●岡本佳男会員

本日、お誕生日祝い、結婚記念日のお祝いを迎えら

れた皆様、おめでとうございます。

●川堀哲男会員

誕生月、結婚記念月の皆様お目出とうございます。

会報に市貝町の芝桜を載せて頂きありがとうござい

ます。只今２分咲きです。満開が５月の連休あたりと

思います。どうぞいらっしゃって下さい。

●栁田尚宏会員

今日は誕生祝をいただきありがとうございます。

●坂本光会員

先日の花見例会では美味しいホルモンごちそうさま

でした。

本日はお祝をいただきありがとうございます。

●渡邉佳寛会員

今月誕生日、結婚記念日を迎える会員の皆様お目出

とうございます。

諸伏勇治様、ようこそいらっしゃいました。

三澤会員の奥様、いらっしゃいませ。

●平石典嗣会員

４月にお誕生日、ご結婚記念日を迎えられた皆様、

おめでとうございます。

ソメイヨシノの季節から新緑の季節になってまいり

ました。皆さん、お互い何事にも頑張っていきましょ

う！

●青木圭太会員

お誕生月、結婚記念月を迎える会員、会員夫人の

皆様おめでとうございます。また私も誕生日祝いを

頂きましてありがとうございます。ＰＲでございま

すが、明日午後７：３０よりＮＨＫに少し映ります。

良かったら見て下さい。

●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。また、私達の４２回目の結

婚記念日祝をいただきありがとうございます。

■委員会報告 会報委員長 市村 忠男 君

■委員会報告 親睦委員長 豊田 光弘 君

カメラのＳＤカードの

不具合のため、花見例会

の写真がすべて消失しま

した。したがいまして、

４月５日号の会報には

例会の写真がありません。

代わりに桜の写真を載せ

ましたので、紙上花見を

お楽しみ下さい。

４月５日の花見例会には

多くの会員に参加して戴き

ありがとうございました。

特に岡本ＰＰのホルモンの

買い出しには感謝致します。

りす村の太田社長からお礼

の電話がありました。

４月２３～２４日の親睦

家族旅行には２０名の参加

を戴きました。真岡商工会議所前から６：３０に出発

します。旅行代金の３万５千円は２１日の例会の際に

集金しますのでご用意下さい。

真岡ＲＣゴルフコンペを５月２０日(金)に予定して

おります。スプリングフィルズＧＣで行いますので

奮ってご参加下さい。
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19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

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

※出席数の（　）は出席免除者の出席を表す

4
9月出席率 10月出席率

出席 欠席

0

84.74% 97.52% 96.73% 92.00% 96.45%

■出席報告

92.05% 91.99% 93.79% 93.62% 93.22%

41（2） 4 91.49%
91.11%

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6月出席率7月出席率 8月出席率 11月出席率

在籍５１名 出席免除６名（資格者２名　＋　有理由者４名）

補正後３月３１日
４月１４日

出席義務 事前ＭＵ 事後ＭＵ
45
45

0 2
出席率 本年度累計出席率例会日

－ 41（0）

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

40,149
5,751
45,900

会員

前回までのその他繰越金

月
初
例
会

４月 ５月

振
替
休
会

例
会

（
炉
辺
会
合
発
表

）

例
会

（
内
部
卓
話

）

姉
妹
ク
ラ
ブ
締
結
記
念
日

(

夜
間
例
会

)

前回までのスマイル繰越金

例
会

（
内
部
卓
話

）

祝
日
休
会

14,000

■月間予定

1,998,300
72,000

14,000
2,140,200

10,000
82,000

2,080,300

■出席報告 出席委員 石井 誠 君

４月２１日（木）

＜内部卓話＞

親睦委員長・会報委員長

■本日のプログラム ■次回のプログラム

４月２８日（木）

＜内部卓話＞

角張 真之会員

演題 「私の生業」

■４月１４日のお食事

■４月１４日までのスマイルボックス

■ 正副ＳＡＡ 中川 宏行君
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