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■司会 ＳＡＡ           見目 良一 君 

■点鐘  会 長          宇賀神裕一 君 

■中華民国国歌斉唱 

■国歌斉唱                        君が代 

■ロータリーソング                 四つのテスト 

■ゲスト 

斗六市長 謝 淑亜 様 

斗六市公所 蔡 文彬 様・林 怡伶 様・呉 春瑢 様 

許 峯榮 様・曽 建慧 様・范 仁坤 様 

楊 騏駿 様・張 月秋 様・謝 仲甫 様 

斗六市議會 頼 瑪玲 様 

斗六扶輪社 金 希仁 様 

真岡市長 井田 隆一 様 

真岡市副市長 内田 龍雄 様 

真岡市秘書課長 石塚 光夫 様 

真岡市商工観光課長 高橋 則夫 様 

真岡市国際交流協会会長 行川 至孝 様 

真岡市国際交流協会副会長 小島 行雄 様 

真岡市職員ＯＢ 田中 修二 様 

ＲＩ２５５０地区 第４Ｇ ＡＧ  上野 徳浩 様 

真岡西ＲＣ会長 諸伏 勇治 様 

幹事 七海 朱美 様 

バスト会長 田尻 健司 様 

■会長挨拶          会長  宇賀神 裕一 君 

皆様、こんばんは。 

まず、はじめに、お客様の

ご紹介をさせて頂きます。 

本日は、斗六市行政視察

団歓迎例会となります。多く

の方にご出席頂いております。

後ほど、ご紹介させて頂きますので、ここでは簡単にさせて

頂きますことをお許し下さい。 

斗六市 謝（シェ）市長様はじめ斗六市役所の皆様です。  

真岡市 井田市長様をはじめ 真岡市役所関係の皆様

です。ＲＩ第２５５０地区 上野ガバナー補佐様。真岡西ＲＣ 

諸伏会長をはじめ真岡西ＲＣの皆様です。 

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。 

多くの皆様にご出席賜りまして、誠にありがとうございます。

私は２０１６－１７年度 真岡ロータリークラブ 第５８代会長を

務めます宇賀神 裕一と申します。どうぞ宜しくお願い致し

ます。 

２月に、井田真岡市長の随行にて、斗六市に行きました

際には、謝市長様方には、大変お世話になりました。ありが

とうございました。その時に、謝斗六市長と井田真岡市長と

の話の中で、行政視察に真岡市に来訪したいということに

なり、今回の真岡市行政視察になったとのことであります。 
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３月２１日から２５日の４泊５日の日程で真岡市を中心に

益子町、茂木町、栃木市の観光資源、川の管理や利用、

自治会の管理、真岡市の誇れる施設や農業・工業などの

視察になるそうです。 

斗六市と真岡市との交流も、今回を機に、更なる発展を

遂げていくものと思います。また、斗六RCと真岡RCは、今

年で３４年目の交流になります。これからも、真岡市とＲＣを

どうぞ宜しくお願い致します。 

結びに、斗六市と真岡市の益々のご発展と、本日ご参

会の皆様のご健勝をご祈念申し上げまして、簡単ではござ

いますが、挨拶とさせて頂きます。謝謝！ 

■挨拶               

真岡市長 井田 隆一 様 

 皆さん、こんばんは。 

今日は、台湾斗六市行政

視察団、熱烈歓迎というこ

とで、真岡 RC 例会に、私

ども職員を含めてお招きを

いただき感謝申し上げます。 

宇賀神会長からお話がありましたが、先月、斗六市を訪れ

た時に、私共も、斗六市の街並み、行政施設について拝

見させていただきました。その時に、真岡市でいえば、行

政区についての話がありました。そして、川をきれいにした

いという話がありました。そういう中で、真岡市の取り組みに

ついて、お話をさせていただきました。そうしたことが、謝市

長には、真岡市に訪れたいという思いをもっていただけたも

のと思います。 

それ以前から、謝市長には、是非とも、真岡市を訪れて

いただきたい。友好都市ではありますが、さらに、もう一段

格上げして、姉妹都市ぐらいの気持ちでお互いの市民の

行き来があればよいなとの思いをしておりました。そして、

行くたびに、市長さん、是非とも真岡市へ来て下さい。真

岡市のまちを知って下さい。と話をさせていただきました。

やはり予定が非常に込み合っているので、なかなか日本に

来るのは難しい状況ではなかったかと思います。 

 しかし、こうして２１日からですが、真岡市に来ていただい

たということは、やはり、私たちにしてみれば、中学生が正

心高級中との友好を深めている中で、市長さんに来ていた

だいたことは、中学生にとっても、更なる友好が深まったも

のと思います。 

 今日は、西中学校に訪問されたと思いますが、子供たち

から熱烈歓迎を受けたものと思います。先月に、正心高級

中に訪れた時には、千人位の生徒さんが、グランドにおりま

して、そこで、熱烈歓迎を受けたところでもございます。 

 日本と台湾が、子供のうちから親交が深まって、さらに、

日本と台湾の友好が深まること、そして、私たちの真岡市と

斗六市が更なる友好都市として、発展することを心から期

待をするところであります。 

残念ながら、桜が咲いていないので、謝市長には、ちょ

っと、不満があったかと思いますが、是非とも、今度来る時

は、桜が咲いている時、あるいは、真岡の夏祭りにお出で

いただきたい。 

 それでは、これからも真岡市と斗六市が、そして、日本と

台湾が更なる友好関係が深まること、併せて、謝市長のご

活躍を心から期待をし、挨拶といたします。 

真岡西ＲＣ会長 諸伏 勇治 様 

一言ご挨拶させていただき

ます。 

斗六市視察団の皆様、よ

うこそ、真岡市にお越しくださ

いました。心から歓迎いたし

ます。 

 私が、挨拶できることは、とても光栄に思います。過日、

井田真岡市長が台湾斗六市に表敬訪問された際、真岡

市及び周辺地の行政視察を要望されたと聞いています。

既に、視察済みかも知れませんが、真岡市には、自然教

育センター、真岡木綿会館、久保記念観光文化交流館、

ＳＬキューロク館、いちご生産日本一等々施設があり、視

察されることは、大変意義深いと思います。 

 今回の訪問視察が両市の関係の発展の一助になること

を望みます。我々一市民の感想等を望まれるのであれば、

活発な質問をお願いいたします。 

 甚だ簡単ですが、時間の制約がありますので、歓迎の言

葉にかえさせていただきます。 

ＲＩ２５５０地区 第４Ｇ ＡＧ  上野 徳浩 様 

 皆さん、こんばんは。 

只今、ご紹介をいただきまし

たが、２５５０地区の第４グル

ープのガバナー補佐を務め

ております上野徳浩でござい

ます。 
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 台湾斗六市の御一行様の皆様、遠いところまでお出で

をいただきまして、大変ありがとうございます。歓迎いたしま

す。 

 私も、台湾に行ったことがありますが、ずっと前だったので、

余り記憶が残っておりません。今日、ご列席の皆さんといろ

いろとお話をしたいと思います。 

 今宵は、楽しいひと時になりますよう、お願い申し上げまし

て、挨拶といたします。 

斗六市長 謝 淑亜 様 

皆さん、こんばんは。 

「縁があるからこそ、この

場で会うことができます。」こ

ういう諺があります。今日、

千里の距離を飛んで、真岡

市に訪れることができました。

縁があってこそ会える。縁はどこからきているのでしょう。台

湾の諺ですが、「果物を食べる時は、その木に感謝しなさ

い。」この縁は、真岡から来ている果物を食べたからです。 

 ３４年前から、既に、斗六市と真岡市は、関係が結ばれて

おりました。ただ、私をはじめ、斗六市役所は若い人が多く、

歴史を知る人がいなくなりました。ここに来られたことは、井

田市長に感謝申し上げます。 

 井田市長は、再選を断念され、今後は、政治から離れる。

その前に、絶対に真岡市を訪問したいと決心をいたしまし

た。もちろん、一番プッシュしてくれたのは、真岡 RC であり

ます。１９９９年 台湾に大地震があり、建物が損壊しました。

いままで、感謝を申し上げることができなかったので、この

場をお借りし、皆さまに感謝申し上げます。 

 今日、市役所を表敬訪問しました。ビックリしたことは、自

分の事務所に入ったような気がしました。建物が同じく古い

のです。そのうえに、井田市長がアットホームな雰囲気をも

たらしてくれました。今日は、奇妙な一日です。感謝申し上

げます。 

 今日で、３日目ですが、たくさんのことを学びました。真岡

市は一冊のノートだと思います。今日は、何ページか読ん

だ感じです。 

 真岡市は、四季がくっきりと区別することができます。先ほ

ど、井田市長が、今回、桜を見ることができず残念だと言

いましたが、心の花は満開です。収穫満杯の旅になると思

います。また、斗六・真岡でお会いしましょう。 

 皆様の健康を祈っています。ありがとうございました。 

■記念品贈呈 
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■歓迎会 

                  乾杯 篠原 泉 君 

 ご指名を頂きましたＰＰの

篠原です。乾杯の音頭を

取らせていただきます。謝

市長をはじめ訪問団の皆

様、ようこそいらっしゃいまし

た。 

 私ども真岡ＲＣは、熱烈歓迎をいたします。また、井田市

長はじめご来賓の皆様には、大変ありがとうございます。 

 実は、私も斗六市に２４回訪問をさせていただいており、

謝市長にも一度、市長室にお伺いをして、お目にかかって

おります。従いまして、懐かしい想いで一杯です。どうぞ訪

問団の皆様が、思い出多い一ページを作っていただきま

すようご祈念申し上げ、また、お集まりいただいた皆様方の

ご多幸をお祈りしまして、乾杯いたします。 
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中締め 田村 浩次 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3月23日 50 0 - 47 1 4 92.16%

出席免除者２名（有資格者　２名　＋　有理由者　0名）

    月
    %

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 5月出席率 6月出席率

95.05% 93.39% 94.03% 86.69% 91.91% 93.88% 91.89% 91.02%

※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。


