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■司会   SSA 見 目 良一 君 

■点鐘   会長   宇賀神 裕一 君 

■国歌     君が代 

■ロータリーソング            奉仕の理想 

■ゲスト       石田順一会員夫人   石田 幸子 様 

大瀧和弘会員夫人  大瀧百合子 様 

米山奨学生  チュア チー シェン君 

■会長挨拶     会長  宇賀神 裕一 君  

皆様。こんにちは。この

度、第 58 代会長に就任

致しました、宇賀神裕一

でございます。本日、第 1

回目の例会となります。

市村幹事共々、一年間

どうぞ宜しくお願い致します。

まず始めに、お客様のご紹介をさせて頂きます。本日、

月初会のお誕生日・結婚記念日お祝いということで、石田

順一会員夫人・幸子様、大瀧和弘会員夫人・百合子様、

ようこそお越し下さいました。ごゆっくりお過ごし下さい。そし

て、米山奨学生チュア・チー・シェン君です。  

さて、今年度の栃木秀麿ガバナーのメッセージは、｢元

気なクラブ作りと誠実な職業奉仕｣です。地区方針と目標

の中の戦略的優先項目の一つとして、クラブのサポートと

強化を掲げていまして、｢若い職業人に働きかけて、会員

増強を図る。会員の積極的参加とクラブの充実化を図り、

会員維持率を向上させる。｣ などがあります。 

そして 2016－2017 年度の会長テーマを｢絆を育もう｣と 

させて頂きました。会員相互・家族との絆を育み、深め、明

るい楽しい活動をしていきたいと考えております。地区方針

と合わせまして、伝統ある真岡ロータリークラブの更なる充

実を目指したいと考えております。会長方針に付きましては、

本日発表させて頂きます。皆様のご協力をどうぞ宜しくお

願い致します。 

最後になりますが、田村・久保前年度におかれましては 

大変お疲れ様でした。また、会員の皆様そして事務局野

澤さん、一年間どうぞ宜しくお願いします。 

簡単ではございますが、会長挨拶とさせて頂きます。 

■会長幹事バッジ授与式          
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■奨学金授与 

米山記念奨学生 チュア チー シェン君 

■7 月誕生日祝・結婚記念日祝

誕生日祝 会員 会員夫人 

4 日 石井 誠君 11 日 大瀧 百合子様 

22 日 宗像 拓君 15 日 石井 晴美様 

24 日 岡部 貞一郎君 23 日 石田 幸子様 

25 日 篠原 泉君 

29 日 角張 真之君 

■乾杯     田村 浩次 君 

■幹事報告     幹事  市村 忠男 君 

理事会報告 

１ 会長方針について 

第１回クラブ協議会で配布 

した文書と同内容の旨提案 

承認 

２ 2015‐16 年度決算について  承認 

３ 2016‐17 年度予算について  承認 

４ 誕生日祝、結婚記念日祝の記念品について  承認 

 誕生日記念品  会員 ＬＥＤ懐中電燈 1,800 円 

        夫人 おしゃれ防災用グッズ 2,160 円 

 結婚記念日記念品          生花 1,800 円 

５ 特別休会について  承認 

 平成２８年１２月２９日、平成２９年６月２２日、６月２９日 

６ 年会費口座振替について 半期分１１万円 

７月２２日までに口座引き落としすることで承認 

後日引き落とし日を文書で連絡する。 

７ ６月会計報告   承認 

８ ガバナー公式訪問について ９月１日 

昼間の例会、上着、ネクタイ着用。 

懇談会への出席者についての質問があり、後日ガバナ

ー事務所に確認し、依頼することで承認された。 

９ ガバナー公式訪問のためのクラブ協議会開催について  

８月 18 日 上着着用、例会終了後協議会開催を承認 

１０ 地区大会並びにゴルフ大会への参加について  

１０月２３日 地区大会 

１０月２１日の地区ゴルフ大会に参加を決定 

  ＊参加人数は最低４名。 

１１ 地区親善野球大会への参加について  参加を承認 

７月１３日代表者会議。宇賀神会長、中川・仲野会員参

加。 

９月２５日開催。場所等は後日連絡。 

１２ 納涼家族例会について ８月２５日（木）夜間例会 

承認  フォーシーズン静風 午後６時３０分開始 

家族例会２回は、料理が少ない等の意見あり、料理の工

夫が必要という意見があった。 

１３ 正心高級中学校訪問団歓迎会について  

７月９日 日本料理「裕」６時３０分集合。 

斗六来訪者９名、真岡西中関係者１０名、ＲＣ会員１７名

が参加予定。お土産は久保前幹事が準備する。 

１４ 出席免除会員について  承認 

竹石峰夫会員 定款第９条第３節（b）に変更 

大堀文雄会員、頼近龍会員は出席免除扱いを辞退 

１５ もおか木綿踊りへの広告協賛について  ８月２０日 

国際交流協会の年会費について 

もおか木綿踊りへの広告協賛金 ２万円、 

国際交流協会の年会費 55,000 円を承認 

親睦委員会

ご期待下さい！

ほっとしました

乾杯！
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１６ 真岡商工会議所「創立７０周年記念式典」への対応に

ついて 

９月３日（土）宇賀神会長が出席予定。祝い金等の支出

があった場合はクラブ予算から支出が承認された。 

１７ 国際ロータリー 規定審議会への対応について 

ＲＩ人頭分担金が次年度から３年間、毎年４ドル値上げし、

次年度は６０ドルに増えることに関し、ＲＩに反対の意思表

示をすることを決定した。理由 値上げ理由が不明のた

め。 

ＲＩ定款・細則の効果が生じた場合、次年度現況報告

書にクラブ定款・細則を反映させることを承認された。 

１８ 斗六扶輪社公式訪問の日程について 

第一予定日を、１１月１９日～２１日として斗六と協議中の

旨報告し、決定次第通知することで承認。 

１９ その他 

例会の無断欠席への対応は前年度踏襲（会報に掲載）

することを承認。 

軽食の日のビジター費も 1,500 円とし、クラブバッチを進

呈することを承認。 

委員会事業の報告書は、事業毎に請求書を付けて幹事

に提出、その後支払いを事務局が行うことで統一する。 

■会長方針   会長  宇賀神 裕一 君

ジ ョ ン  F. ジ ャ ー ム

2016-2017 年度国際ロータ

リー会長のテーマは、「人

類に奉仕するロータリー」で

す。社会貢献への熱意をも

つ職業人が集うロータリー

独自の力を生かせば、大きな目標も達成できる、と発表し

「ロータリーはとても大事なときを迎えています。今はいろい

ろな意味で今後を決定づける歴史的な節目です。私たち

は力を合わせ、世界に重要な奉仕を行ってきました。これ

までの成功をバネに飛躍するときが来たのです。」と強調し

ています。 

2016－2017 年の真岡ロータリークラブのテーマを『絆を

育もう』とさせて頂きました。ロータリーの礎である奉仕の伝

統を継承し、実践していきたいと考えています。会員の皆

さんと共に更なる絆を育み、元気なクラブを作っていきた

いと思います。年度のクラブ方針を 5 項目あげさせて頂き

ました。 

① 会の充実について 

定款の中では、ロータリーの正式な会合は例会であり、

その例会出席は会員の義務と謳われております。歴史ある

真岡ロータリークラブの伝統を保ちつつ、魅力ある楽しい

例会にしていきたいと思います。有意義なプログラムを心

がけ、ＳＡＡ、各委員長、親睦活動委員会協力のもと行っ

ていきたいと思います。 

②委員会を中心とする全員参加のクラブ運営 

各委員長の方々に担当委員会の活動を活発に行って

頂きたいと思います。会員の皆様の積極的な参加をお願

い致します。 

② 員・家族相互の親睦 

会員・夫人の誕生、結婚記念日祝、納涼・忘年・新年・

お花見・お月見例会から、親睦コンペ、親睦家族旅行など

多くの事業を、また、老人・身障者スポーツ大会など、充実

した、楽しい事業の展開をして親睦を深め、更なる絆を育

んでいきたいと思います。 

④継続事業の充実 

第 33回目になります、真岡RC杯少年サッカー大会・真

岡 RC 杯少女バレーボール大会を引き続き開催し、更なる

充実を図りたいと思います。老人・身障者のスポーツ大会

の共催事業の充実と地域社会へのロータリークラブに対し 

ての理解を深めていただくための PR の強化を図りたいと

思います。 

⑤会員増強 

現在 52 名でのスタートです。会員選考委員会・職業分

類委員会・ロータリー情報委員会と連携し、また会員の皆

様のご協力を仰ぎながら増強をしていきたいと思います。

魅力あるクラブにしていきたいと思います。 

また、今年度はMy ROTARY の活用も合わせて対応し

ていきたいと考えます。そして、真岡RC独自の事業につき

ましても、前年に引き続き進めていきます。例会を充実させ

て、会員相互・家族との絆を育み、深め、明るい楽しい活

動をしていきたいと考えております。さらに、今年度は斗六

ロータリークラブ訪問の年でもあります。皆様のご協力を宜

しくお願い申し上げます。以上会長方針とさせて頂きます。 

■委員会報告     プログラム委員会  大瀧 和弘 君 

本年度プログラム委員長の

大滝です。プログラム委員会で

は、毎週この時間に次回例会

のご案内をさせて頂きます。一

年間宜しくお願い致します。
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■スマイルボックス報告 久保 賢司 君

宇賀神裕一君  新年度のスタートです。市村幹事共々、

一年間よろしくお願いします。元気な楽し

いクラブ活動を目指します。石田幸子様、

大瀧百合子様、チュア・チー・シェン君、

ようこそ。 

市村 忠男君   2週間休みをいただき、気分一新できま

した。一年間いたらぬ幹事ではありますが、

皆様にご協力いただき努めていきたいと

思います。よろしくお願いいたします。石

田さん、大瀧さんの奥様、来訪いただき

ありがとうございます。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。チュア君ようこそ。 

金子 正男君  宇賀神会長方針を拝聴致します。本日

七夕の日に誕生日・結婚記念日を迎えら

れる皆様お目出とうございます。大森君、

田辺君、仲野君、凛凛しいですね！幸子

姫、大瀧令夫人ようこそいらっしゃいまし

た。 

杉村 久夫君   新年度になり宇賀神会長、市村幹事、1

年間御苦労様です。がんばりましょう。 

岡部貞一郎君  本年度もよろしくお願いします。88 才の

誕生祝、有難うご座居ます。 

篠原  泉君    2016～2017 のスタートを祝し、宇賀神

会長、市村幹事年度の素晴らしいクラブ

運営を祈念致します。頑張って下さい。 

篠原 宣之君   宇賀神、市村年度のスタートを祝して。 

岡本 俊夫君   宇賀神、市村年度のスタートを祝す！

親睦委員長として、皆さんの御協力を得

ながら努力致します。若いメンバーに御

声援を願います。7月2日、田村会長、久

保幹事送別ゴルフ参加の 20 名の皆さん

ありがとう。また新入会員歓迎会参加の

25 名の方々ありがとう。百合子様幸子様

ようこそ！！ 

福原 一郎君   宇賀神会長、市村幹事、今年度のスタ

ートを祝します。楽しいことは多くの人と分

けあっても減らないといいます。ロータリー

で楽しいことは沢山つくりましょう。 

辻  達男君   宇賀神、市村丸の出航を祝して。最初

は慣し運転で徐々にピッチを上げて下さ   

い。暑い最中、お体を大切に！ 

石田 順一君   宇賀神、市村年度のスタートおめでとう

ございます。1 年間、命をかけておもいっ

きりやってください。岡本PP写真いただき

ありがとうございます。 

広瀬 紀夫君   宇賀神会長、市村幹事、一年間よろし

くお願いします。 

海老原 均君   いよいよ宇賀神、市村年度の出航です

ね。今年は変革を求めつつ暴走も多少は

期待いたします。今日、孫の 1 才の誕生

日。帰ってから一升もちをかつがせます。 

田村 浩次君   宇賀神、市村年度のスタートおめでとう

ございます。第一回の理事会も順調に進

んで力づよく感じました。一年間がんばっ

て下さい。 

木村慎太郎君   宇賀神さんと市村さんの新年度のスタ

ートをお祝いします。 

柳  浩雄君   宇賀神会長、市村幹事、一年間宜しくお

願いいたします。 

杉田貞一郎君   新年度のスタートを祝します。本年度、

米山記念奨学会委員長をおおせつかり

ました。皆様のご協力をよろしくお願いし

ます。7 月 10 日の参議院選挙には皆様

投票に行きましょう。 

久保 康夫君   宇賀神、市村年度のスタートを祝して。

先日のおつかれゴルフ大会、ありがとうご

ざいました。新入会員の3人様、よろしく。 

野沢  巧君   宇賀神、市村年度のスタートです。心よ

りお祝い申し上げます。1 年間頑張って下

さい！※キタイシテいます！ 

廣田  茂君   宇賀神会長、市村幹事、一年間頑張っ

て下さい。誕生月、結婚記念月を迎えら

れた皆様おめでとうございます。 

三澤 幸光君   宇賀神、市村年度のスタートを祈念し

て…。健康には暮々も留意して、頑張っ

て下さい。宇南山氏には昨日、心温まる

お話しをありがとうございました。 

中川 宏行君   宇賀神、市村年度のスタートを祝して。

誕生月、結婚記念月の皆様、おめでとう

ございます。 

大瀧 和弘君    いよいよ宇賀神、市村年度のスタートで
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す。1年間宜しくお願い致します。また、妻

の誕生日祝いをいただきありがとうござい

ます。 

大堀 文雄君   宇賀神、市村年度の役員皆様よろしく。 

大越 正和君   前年度はお世話になりました。今年度も

宜しくお願いします。石田幸子様、大瀧

百合子様、いつもお世話になります。 

岡本 佳男君   宇賀神会長、市村幹事の船出をお祝い

申し上げます。新役員の皆様宜しくお願

いいたします。 

小林勇一郎君   宇賀神、市村年度の船出、おめでとうご

ざいます。一年間、よろしくお願い致しま

す。 

見目 良一君    宇賀神、市村年度の出発が彦星と織姫

の年に一度出会う七夕の日である事に心

よりお祝い申し上げます。仲良しの会長幹

事となる象徴でしょうか。（笑）何はともあ

れ一年間宜しくお願いします。 

豊田 光弘君    宇賀神会長、市村幹事、出発心よりお

祝申し上げます。「絆を育もう」のテーマ

の基、一年間よろしくお願い致します。ま

た会長方針発表ご苦労様です。 

川堀 哲男君   宇賀神、市村年度のスタートおめでとうご

ざいます。一年間のかつやくを期待して

います。 

栁田 尚宏君    今日から新年度。宇賀神会長、市村幹

事の新たな船出ですね。七夕と言う事で

おりひめとひこぼしの出合う日、この良き

日の船出、幸先の良い日ですね。一年

間頑張って下さい。お誕生日、結婚記念

を向かえられる皆さんお目でとうございま

す。 

坂本  光君    宇賀神、市村年度の出発を祝して。今

月誕生日、ご結婚記念日を迎えられた皆

様おめでとうございます。 

太田 浩彰君    本日、本年度初めての例会です。親睦

委員として今年も頑張らさせて頂きます。

お誕生日の皆様おめでとうございます。 

渡邉 佳寛君   田村直前会長、久保直前幹事、本当 

は労をねぎらわなければならないところ、

最終例会で切り捨ててしまって申し訳あり

ませんでした。宇賀神、市村丸のおだや    

かなクルーズをお祈り致します。新年度の

ソングリーダーはいろんな物をかぶりやす

い仲野新吾君を任命します。 

青木 圭太君    宇賀神会長、市村幹事の船出を祝しま

す。一年間よろしくお願い致します。 

馬場 照夫君   宇賀神、市村年度のスタートを祝します。

誕生日、結婚記念日を迎えられる皆様、

誠におめでとうございます。 

角張 真之君   宇賀神会長、市村幹事、1 年間よろしく

お願いします。併せて誕生祝ありがとうご

ざいます。 

宗像  拓君     新年度スタートおめでとうございます。

宇賀神新会長、市村新幹事1年間よろし

くお願い致します。また今月誕生月の皆

様、結婚記念日を迎えられます皆様おめ

でとうございます。私も誕生日祝いをいた

だきありがとうございました。成長がない

自分ですが、50 才を目前におなか周りだ

けは着実に成長しているようです。 

田辺 義貴君   宇賀神会長、市村幹事年度のスタート、

心よりお祝い申し上げます。 

大森 貴之君   宇賀神会長、市村幹事、新年度スター

トおめでとうございます。あらためて、新入

会員としてよろしくおねがいします。 

仲野 新吾君   宇賀神会長、市村幹事、新年度スター

トおめでとうございます。新入会員ですが

宜しくお願いします。 

■7月 7 日までのスマイルボックス 

前回までのスマイル繰越金 0

会員 152,000

ビジター 0

本日のスマイル合計 152,000

スマイル今期累計 152,000

前回までの米山繰越金 0

米山 5,031

米山今期累計 5,031

前回までのその他繰越金 0

その他 0

その他累計 0

合計金額 157,031

本日のたくさ

んのスマイル

ありがとうご

ざいました！
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■トピックス  正心高級中学校訪問団歓迎会（7/9） 

■トピックス  新入会員歓迎会（7/2） 

■出席報告     出席委員会  淡路 晃 君 

在籍　52名

例会日 出席義務 事前MU 事後MU 実出席者 内免除者 欠席者 出席率 月間出席率

補正後　　月　　日

本日　7月 7日 49 0 - 48 1 2 96.00%

※例会欠席はAM11:00までに必ずTEL.0285(84)2511 FAX.0285(84)2510 にて事務局までお知らせください。

出席免除者3名（有資格者　3名　＋　有理由者　0名）

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 28 29 30 31

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

皆

出

席

表

彰

五

大

委

員

長

方

針

決

算

・

予

算

報

告

会

長

方

針

発

表

月

初

例

会

■月間予定（7月）

本日のプログラム 

7/14(木) 皆出席表彰 

次回のプログラム 

7/21(木) 五大委員長方針 

ＳＡＡ 

１年間 

ガンバリ

マス！


