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■司会 ＳＡＡ        見目 良一 君 

■点鐘  会 長         宇賀神裕一 君 

■ロータリーソング                 我らの生業 

■ゲスト       ４Ｇ前ガバナー補佐 平野 良和 様 

益子ＲＣ会長      仲野 光男 様 

益子ＲＣ幹事      梅野  聡 様 

益子ＲＣ前年度会長 佐藤 広志 様 

益子ＲＣ前年度幹事 河原  繁 様 

■会長挨拶     会長  宇賀神 裕一 君  

皆様。こんにちは。ま

ず始めにお客様のご紹

介をさせて頂きます。国

際ロータリー第２５５０地

区第４グループ前ガバナ

ー補佐平野良和様、益

子ＲＣ会長仲野光男様、幹事梅野聡様、前年度会長佐藤

広志様、前年度幹事河原繁様、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。 

平野前ガバナー補佐、そして佐藤前会長・河原前幹事

さんにおかれましては、昨年度大変お疲れ様でした。お世

話になりました。また、仲野会長、梅野幹事さん、お互い一

年間頑張りましょう。そして宜しくお願い致します。益子クラ

ブさんには２０日にお邪魔させて頂きます。 

先週の９日の土曜日に、真岡ＲＣ会員有志による正心高

級中学校訪問団歓迎会が行われ、丁(テイ)校長先生はじ

め、７名の先生・ＰＴＡの方々。斗六市のＲＣからは、斗六

科技ＲＣのＭark Ｐ.Ｐとご夫人、斗六ＲＣのＢ.Ｂ.の３名、真

岡西中学校より、仁平校長先生はじめ８名の先生・ＰＴＡの

方々、そして真岡ＲＣからは17名の会員の参加で、盛大に

行われました。台湾式乾杯があちらこちらの席で交わされ

て、多いに盛り上がった歓迎会になりました。市村幹事のお

嬢さんは、１６年前くらいに訪問団として行かれたそうです。

そして、沢山のお土産も頂戴しました。バナー・記念バッジ

の交換も行いました。本日、皆様にバッジをお配りします。

今年度は斗六に公式訪問になります。先週の幹事報告に

もありましたように 11/19～21（土日月）の予定です。 

また昨日、地区親善野球大会代表者会議がホテルニュ

ーイタヤで開催されまして、私と中川・仲野会員の 3 名で 

出席して来ました。今回は、益子クラブさんが久しぶりのご

参加ということで、是非、練習試合をお願いします。１１クラ

ブの参加にて、９/25（日）宇都宮市の河内総合運動公園

で行われます。 

なお、本日は皆出席表彰です。表彰されます会員の皆

様、誠におめでとうございます。以上、会長挨拶とさせてい

ただきます。 
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■来賓挨拶    ４Ｇ前ガバナー補佐  平野 良和 様 

 前年度第４グループガ

バナー補佐を拝命致しま

して、前任者の岡本様の

ご指導宜しく、田村会長

久保幹事はじめ真岡ＲＣ

の皆様のバックアップを

頂き、何とか大任を果たす事ができました。大変お世話に

なりました。 

公式訪問・地区大会・ＩＭと例年通りのイベントがござい

ましたが、昨年度はソウルで国際大会がございました。真

岡クラブからは８名、第４グループでは計２３名、第２５５０地

区では計２８６名の参加を頂きました。何とかガバナーのメ

ンツを保てたかと感謝申し上げます。 

国際大会はまさに国際色豊かであります。そんな中に身

を置いて、ふと入会当時のＲＩ会長のテーマが頭を過りまし

た。１９８２年当時のＲＩ会長、向笠廣次（中津ＲＣ）さんのテ

ーマ「人類はひとつ、世界中に友情の橋をかけよう！」です。

まさに現在の国際情勢を鑑みた時、今こそこの言葉を大

事にしていかねばならないなと、国際大会の会場で考え、

なんとなく気持ちが盛り上がって帰国して参りましたら、英

国のＥＵ離脱、バングラデシュにおける邦人が多数巻き込

まれたテロ等、まさに混沌とした大変な時代であります。し

かしながら、このような時代だからこそ、改めて「人類はひと

つ、世界中に友情の橋をかけよう！」というこの言葉を、

我々一人一人が、心に刻まなければならないのではない

かと、ソウル国際大会に参加して感じた次第であります。 

１年間ご協力大変ありがとうございました。 

                益子ＲＣ会長  仲野 光男 様 

益子ＲＣ第３８代の会長

を拝命しました仲野でござ

います。１年間宜しくお願

い致します。

             益子ＲＣ直前会長  佐藤 広志 様 

田村会長、久保幹事は

じめ、真岡ＲＣの皆様、 

１年間大変お世話になり

ました。今後とも宜しくお

願い致します。

■記念品贈呈 

■幹事報告     幹事  市村 忠男 君 

①斗六公式訪問の日程が、

斗六ＲＣの了承が取れ確定

致しました。 

11/19-21（土日月） 

②未使用のバッジがござい 

ましたら、事務局にお願いします。 

■委員会報告       会報委員会  石塚 龍夫 君 

本日、今年度会報第１号の

発行となります。レターヘッド

のコンセプトは、輝かしい明

日への旅立ちです。１年間宜

しくお願いします。 

■皆出席表彰 前年度出席委員会  石井  誠 君

〇３８年   岡部貞一郎君 

〇３５年   杉村 久夫君 

〇２４年   福原 一郎君 

○２２年   篠原 宣之君 

〇１９年   辻  達男君

   石田 順一君   〇１６年  岡本 俊夫君 

〇１４年   広瀬 紀夫君   〇１２年  海老原 均君 

〇 ９年   久保 康夫君   〇８年   金子 正男君 

〇 ７年   宇賀神裕一君  齊藤 敏彦君 

〇 ６年   田村 浩次君  三澤 幸光君 

〇 ５年   豊田 光弘君  小林勇一郎君 大瀧和弘君 

      中川 宏行君  大越 正和君 

〇 ４年   市村 忠男君 

〇 ３年   廣田  茂君   栁田 尚宏君 

〇 ２年   岡本 佳男君  太田 浩彰君 

〇 １年   野澤  巧君  見目 良一君 渡邉 佳寛君 

        柳沢 正弘君  石井  誠君 平石 典嗣君 

        馬場 照夫君 

田村会長・久保幹事

お疲れ様でした！
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〇謝辞                     岡部貞一郎 君 

 入会４３年になりますが、３８

回目の皆出席表彰を益子Ｒ

Ｃの御歴々の前で頂けること

は、大変光栄に存じます。 

 近年、皆出席表彰会員が

増えて来ている様です。大変喜ばしいことです。今はメイク

と言う有難い制度があります。例会欠席は大変もったいな

いことです。皆さんも皆出席に励んで下さい。ともあれ、健

康が一番です。 

〇謝辞                     杉村 久夫 君

 岡部さんと同日入会です

が、３５回目の皆出席表彰を

頂きました。誠にありがとうご

ざいます。 

 実は、私は３年損をしてお

ります。長年ロータリーを続けておりますと出席免除資格を

有します。そこで資格を行使しようと申請しました。それでも

欠かさず例会には出席しておりました。皆出席をしても出

席免除申請をすると、表彰対象にならないと知ったのは３

年後でした。 

 皆出席の為には、体調管理が一番です。私も５０代には

毎日欠かさず３キロ歩いていました。健康は自分で作る事

です。 

〇補足４Ｇ       前ガバナー補佐  平野 良和 様

 当真岡ＲＣ名誉会員であり、益子ＲＣチャーターメンバー

であります日下田實会員は、ＲＣ入会以来４３年、皆出席

でございます。 

■スマイルボックス報告 角張 真之 君

平野 良和 様  昨年度はお世話になりました。  

宇賀神裕一君  ＲＩ第２５５０地区第４グループ直前ガバナ

ー補佐平野様、益子ＲＣ会長仲野様、幹

事梅野様、直前会長佐藤様、直前幹事

河原様、ようこそ真岡へ。１年間宜しくお

願い致します。皆出席表彰の会員の皆様

おめでとうございます。 

市村 忠男君  平野直前ガバナー補佐、仲野会長はじ

め益子クラブの皆様、ご来訪ありがとうご

ざいます。今年度宜しくお願いします。皆

出席表彰を受賞された皆様１年間ご苦労

様でした。今年度も同様にお願いします。 

金子 正男君  平野直前ガバナー補佐、益子ＲＣ佐藤

直前会長、河原直前幹事ようこそ。１年間

ご苦労様でした。仲野会長、梅野幹事１

年間頑張って下さい。皆出席表彰ありが

とうございます。 

杉村 久夫君  ３５年皆出席表彰有り難う御座居ます。健

康が第一です。 

岡部貞一郎君  皆出席３８年の表彰を受けて、有り難う御

座居ました。 

岡本 俊夫君  第２５５０地区第４グループ直前ガバナー

補佐平野様はじめ益子ＲＣの皆様ようこ

そ！平野さん御苦労様でした。本日皆出

席表彰にあずかる３８年岡部先輩はじめ、

３２名の皆様おめでとう。本年度の淡路出

席委員長の御奮闘を期待します。 

福原 一郎君  益子ロータリークラブの皆様、ようこそお

出で下さいました。直前ガバナー補佐の

平野様、昨年はご指導いただきありがとう

ございました。皆出席表彰をいただきあり

がとうございます。 

広瀬 紀夫君   平野様、１年間ありがとうございました。

益子クラブ新会長仲野さん、新幹事梅野

さん、頑張って下さい。佐藤さん、河原さ

んお疲れ様でした 

海老原 均君   平野直前ガバナー補佐、佐藤直前会

長、河原直前幹事ようこそ、お疲れ様でし

た。今年度仲野会長、梅野幹事お身体

に気を付けて頑張って下さい。1 年間宜

しくお願い致します。 

田村 浩次君   皆出席表彰をされました会員の皆様お

めでとうございます。又、今日は益子ＲＣ

より平野前年度ガバナー補佐、今年度仲

野会長、梅野幹事、そして同期の佐藤前

会長、河原前幹事ようこそお出で下さい

ました。昨年度は大変お世話になりまし

た。 

久保 康夫君   １００％皆出席表彰を頂きありがとうござ

います。まだ 9 回ですが、杉村さん、岡部

さんを見習って頑張ります。平野パストガ

バナー補佐ようこそ、役に立てませんでし

たが、最後の益子の１泊は最高でした。 
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廣田  茂君   皆出席を頂きました。今まで年に数日し

か出席しなかったが、この１年間はどうし

たことでしょう。今までの５年分位出席した

ような気がします。 

三澤 幸光君   皆出席表彰ありがとうございました。 

石塚 龍夫君   本年度会報委員長を拝命致しました。

本日は、第１号の発行になります。１年間

ご協力の程、宜しくお願い致します。 

中川 宏行君   ５年皆出席表彰ありがとうございます。 

大越 正和君   益子ＲＣの皆様いらっしゃいませ。皆出

席表彰ありがとうございます。 

小林勇一郎君   皆出席表彰をいただきました。ありがとう

ございます。 

見目 良一君    本日は皆出席表彰を頂き有り難うござ

います。岡部ＰＰ、杉村ＰＰの様に長く沢

山取りたいものです。本日お越しの平野

前ＡＧ、仲野様、梅野様、佐藤様、河原

様、熱烈大歓迎致します。いらっしゃいま

せ。 

豊田 光弘君   前年度ガバナー補佐平野様、益子ＲＣ

仲野会長、梅野幹事、前年度会長佐藤

様、幹事河原様ようこそいらっしゃいませ。

いつもお世話になりありがとうございます。

又、皆出席表彰を頂きありがとうございま

す。 

渡邉 佳寛君   平野直前ガバナー補佐、仲野新会長、

梅野新幹事、佐藤直前会長、河原直前

幹事、ようこそいらっしゃいました。ごゆっく

りどうぞ。 

石井  誠君   先週は私たち夫婦に誕生日祝いを頂き

ありがとうございました。おしゃれ防災用リ

ュックザックにＬＥＤ懐中電灯を詰めて、

災害に備えます。 

■7月 14 日までのスマイルボックス 

■トピックス 会長・幹事慰労コンペ（7/2：鬼怒公園ＧＣ） 

前回までのスマイル繰越金 152,000

会員 81,000

ビジター 3,000

本日のスマイル合計 84,000

スマイル今期累計 236,000

前回までの米山繰越金 5,031

米山 0

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 241,031

本日もたくさんの

スマイルありがと

うございました！

親睦委員会

ナイスショット！
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■トピックス ソウル国際大会（５/２９～6/2：韓国 ソウル） 

りょうちゃん

ウニョンさん

キマッテル！ 

エレクトには  

かないません！ 
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■トピックス 元米山記念奨学生 楊林さん 御結婚！ 

（7/15：焼肉ポジャンマチャ）

元米山記念奨学生の楊林さんは、現在、花王株式会社栃

木研究所にお勤めです。昨年どうやら入籍されたようです。

お相手は日本語学校時代のクラスメートの黄さん。茨城大

学をご卒業後、日立グループのシステム開発会社にご勤

務。日産の自動運転システムの開発に取り組んでいらっし

ゃるとのこと、残念ながらお会いすることが出来ませんでし

た。お二人の益々のご活躍をご祈念申し上げます。 

■出席報告      出席委員会  淡路 晃 君 ■次週例会報告    プログラム委員会  大瀧 和弘 君 

在籍　52名

例会日 出席義務 事前MU 事後MU 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 14日 49 3 - 46 2 5 90.20%

※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）

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 15 16 17 18 19 20

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

五

大

委

員

長

方

針

決

算

・

予

算

報

告

月

初

会

特

別

休

会

ガ

バ

ナ
ー

補

佐

訪

問

■月間予定（7月）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（８月）

本日のプログラム 

7/21(木) 五大委員長方針  

次回のプログラム 

7/28(木) 決算・予算報告 

おめでとう！

りんちゃん！

女優さんみたい

きれいだなー！ 


