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■司会 副ＳＡＡ         渡邉 佳寛 君 

■点鐘  会 長          宇賀神裕一 君 

■ロータリーソング                 我らの生業 

■ビジター 第２５５０地区４Ｇ次年度ガバナー補佐 

  しもつけＲＣ      中島 一成 様 

  しもつけＲＣ      公文 初江 様 

■ゲスト        篠原 泉会員夫人 篠原 恵子 様 

広瀬 紀夫会員夫人 広瀬 サチ子 様  

三澤 幸光会員夫人 三澤 満子 様 

馬場 照夫会員夫人 馬場 カツエ 様 

太田 浩彰会員夫人 太田 純子 様 

■会長挨拶     会長  宇賀神 裕一 君  

 皆さま、こんにちは。 

まず始めにお客さまのご紹

介をさせて頂きます。 

国際ロータリー第２５５０地区

次年度ガバナー補佐 しも

つけロータリークラブ中島 

一成様、しもつけロータリークラブ公文 初江 様。また本

日は、月初会のお誕生日、結婚記念日のお祝いとなりま

す。篠原 泉会員夫人 恵子様、広瀬 紀夫会員夫人 

サチ子様、三澤 幸光会員夫人 満子様、馬場 照夫会

員夫人 カツエ様、太田浩彰会員夫人 純子様、ようこそ

お越し下さいました。 

先週の花見例会には、多数の会員の皆さまのご参加を

頂きまして、楽しく出来ました。親睦活動委員会の皆さま、

ＳＡＡにお世話になりました。ありがとうございました。また第

一土曜日には、西田井駅前の花見がありまして、市長同席

のもと、ＳＬをバックに撮影も出来ました。大堀会員、お世

話になりました。この桜は、今は亡き杉山 欣、第４６代会長

年度に、ロータリー１００周年を記念して真岡鉄道沿線植栽

事業として西田井駅南側公園と北山駅周辺に３５本の桜の

苗木を植えたものです。こちらも花より団子でした。 

そして、今週の日曜日が第２５５０地区のインターシティミ

ーティングとなります。また斗六ロータリークラブ公式訪問

例会となります。斗六より１８名の会員が来訪します。桜もこ

の日にあわせたのでしょうか？おそらく満開の頃かと思われ

ます。何度もお願いして申し訳ございませんが、当日はよろ

しくお願いいたします。前日の土曜日には、鹿沼東ロータリ

ークラブ５０周年記念式典に参加して参ります。 

今月は、『母子の健康』月間です。これもロータリー重点

分野のひとつです。 

毎年、５歳未満で命を落とす子どもは、世界で推定５９０

万人。その原因は、栄養失調、適切な医療や衛生設備の

欠如など、どれも予防可能なものばかりです。予防が可能

な原因で母と子どもが命を落とすことなどあってはならない

と、すべての母子が質の高い医療を受けられるよう、そし

て、出産で命を落とす母親がいなくなり、子どもがすくすくと

成長できるよう、支援活動を行っています。日本におります

と、中々実感出来ないことですが、ロータリーの友やマイロ

ータリーに取組みの記事が掲載されておりますので、ぜひ

ご一読頂きたいと思います、 

以上会長挨拶とさせて頂きます。 
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■来賓挨拶 ４Ｇ次年度ガバナー補佐   中島 一成 様 

 只今ご紹介を頂きました

中島でございます。この度４

Ｇ次年度ガバナー補佐に

推薦されました。私にとりま

しては、たいへん重い役で

はございますが、受けさせ

て頂くことになりました。何卒よろしくお願いいたします。太

城敏之次年度ガバナーは、たいへん面白く、やる気に満ち

溢れた方です。会員増強を第一の目標にしております。太

城敏之次年度ガバナーは、２０２０年の東京オリンピックま

でに第２５５０地区の会員を２，０００名にすることを考えてお

ります。そのために各ロータリークラブの為すべきことを、次

年度ガバナー補佐を通じて伝えたいとのことです。私は、

可能な限りガバナー方針に従い４Ｇの皆さまに、様々なお

話をさせて頂きたいと思っております。どうぞよろしくお願い

いたします。 

■４月誕生日・結婚記念日祝 

誕生日祝 会員  ２日 金子 正男 君 

９日 柳田 尚宏 君 

２１日 青木 圭太 君 

２８日 頼近  龍 君 

誕生日祝 会員夫人  ５日   坂本 佳世 様 

     ９日   篠原 恵子 様 

              １４日   三澤 満子 様 

              ２６日   太田 純子 様 

              ２7 日   広瀬サチ子 様 

結婚記念日祝  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 

■乾杯         田村 浩次 君 

  本日はたいへんおめでと

うございます。今日は春をた

いへん感じられる日となりま

した。今日の乾杯の発声は、

皆さまと共によき春を迎える

ことを歓びまして行いたいと

思います。 

■幹事報告     幹事  市村 忠男 君 

１．理事会報告 

（１）クラブ細則改正について 原案のとおり承認 

（２）慶弔規定改正について 下記のとおり修正し承認 

 （９）２を削除 

『又、前項１，２の

場合は、最も近

い・・・』を『又、前

項１の場合は、最

も近い・・・』に訂

正。議題１，２は

会員宛て配布し、４月２０日の例会で提案する。 

（３）斗六公式例会について 原案のとおり承認 
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（４）３月会計報告 承認 

（５）次年度委員会編成について 承認 

（６）親睦旅行にいて 承認 

 日程 ５月２７日～２８日 

 行き先 宮城県方面 

（７）その他 ４Ｇ合同ハイキング ５月１４日 

２．３月２８日真岡市教育委員会に職業出前講座事業に関

する資料持参、宇賀神裕一、市村忠男、三澤幸光、青木

圭太の４名で訪問。 

３．ロータリーの友に斗六訪問記が掲載された。 

■委員会報告        次年度幹事 石塚 龍夫 君 

 本日、次年度の役員

理事名簿・委員会編成表

を配布させて頂きました。

金子正男会長エレクトの

思いを詰めた配置をさせ

て頂きました。５月１１日木

曜日、次年度第１回クラブ

協議会を開催させて頂きます。どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

親睦活動委員会  大越 正和 君 

５月１４日、４Ｇ合同ハイキングを行います。後日出欠を

確認いたしますのでよろし

くお願いいたします。親睦

家族旅行を５月２７日、２８

日、宮城方面で予定して

います。詳細に関しまして

は、メール、ＦＡＸ等でご

連絡いたします。 

■スマイルボックス報告 久保 賢司 君

中島 一成 様   本日は、よろしくお願いいたします。 

公文 初江 様   日頃よりたいへんお世話になります。

次年度ガバナー補佐に任命されました中

島会員とご挨拶にお伺いいたしました。よ

ろしくお願いいたします。真岡ロータリーク

ラブの皆さまには、いつも温かい友情を

頂き感謝しております。 

宇賀神 裕一君   しもつけロータリークラブ中島様、公

文様、恵子様、サチ子様、満子様、カツ

エ様、純子様、ようこそ。４月９日のＩＭ、

斗六公式訪問、よろしくお願いいたしま

す。 

市村 忠男 君   中島次年度ガバナー補佐、公文様ご

訪問ありがとうございます。次年度はご苦

労さまです。今月誕生日、結婚記念日を

迎えられる皆さま、おめでとうございます。

篠原さん、広瀬さん、三澤さん、馬場さん、

太田さんの奥さま、ご出席ありがとうござ

います。桜も咲き出し、４月９日のＩＭ、斗

六公式例会は、訪問者を歓迎出来そうで

す。 

金子 正男 君   本日は、誕生祝いありがとうございます。

会員夫人の恵子様、サチ子様、満子様、

カツエ様、純子様、ようこそいらっしゃいま

した。 第２５５０地区４Ｇ次年度ガバナー

補佐エレクト、しもつけロータリークラブ中

島様よろしくお願いたします。事務局公文

様、地区に、しもつけに頑張って下さい。 

杉村 久夫 君   結婚祝いを頂きありがとうございます。

人生早いもので結婚５４年となりました。 

篠原  泉  君   妻の誕生祝いありがとうございます。 

岡本 俊夫 君   しもつけロータリークラブ中島様、公文

様ようこそ！次年度は、第４Ｇガバナー補

佐中島さん、公文さんのご活躍を念じま

す。月初会にお越しの篠原、広瀬、三澤、

馬場、太田令夫人様のご来訪に感謝申

し上げます。おかげ様で年間来訪者４０

名に到達します。 

広瀬 紀夫 君   ４月６日は、私たちの結婚記念日です。

多くの皆さまに祝福して頂きありがとうござ

います。併せて妻の誕生祝いありがとうご

ざいます。しもつけロータリークラブ中島

様、公文様、ようこそ。 

木村 慎太郎君   先月、前橋地裁は津波高さが想定

外ではないことを認めた。国の責任も認

めた。 

柳  浩雄 君    先日の父の葬儀では、たいへんお世

話になりました。 

久保 康夫 君   今月誕生日、結婚記念日の皆さまお

めでとうございます。中島さん、公文さんよ

うこそ。 
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野沢  巧  君   しもつけロータリークラブ中島様、公

文様、ようこそ。公文様には、常日頃より

大変お世話になってありがとうございます。

また、結婚記念日、誕生日を迎えられる

皆さま、誠におめでとうございます。篠原

ＰＰ奥様恵子様、４～５年前とちっともお

変わりないですね。いつまでも元気でいて

下さい。 

三澤 幸光 君   本日は、結婚記念日、妻満子の誕生

祝いを頂きありがとうございます。また４月

１日の西田井公民館での花見会では、岡

本親睦委員長をはじめ、皆さまのご接待

に感謝申し上げます。 

齊藤 敏彦 君   結婚記念日祝いありがとうございます。

妻は、娘の大学の入学式です。 

石塚 龍夫 君   お誕生日、結婚記念日を迎えられた

皆さま、おめでとうございます。いよいよ次

年度、金子年度の準備がスタートします。

本日、次年度組織一覧表をお配りいたし

ますお力添えの程、よろしくお願いいたし

ます。 

大瀧 和弘 君    今月結婚記念日、誕生日を迎えら

れた皆さま、おめでとうございます。 

大越 正和 君    本月誕生日、結婚記念日を迎えら

れる皆さま、おめでとうございます。しもつ

けロータリークラブ中島一成様、公文初

江様、篠原恵子様、広瀬サチ子様、三

澤満子様、馬場カツエ様、太田純子様、

いらっしゃいませ。 

豊田 光弘 君   昨日は満開の夜桜のもと靖国神社能

楽堂で薪能を堪能して来ました。たまに

は、お酒の入らないのも良いものです。 

頼近  龍  君   誕生祝いを頂きありがとうございます。

ただいま台湾におります。４月４日は、清

明節です。日本のお盆にあたります。日

本に来て約４０年、はじめてお盆に先祖の

墓参りが出来ました。感謝。 

柳田 尚宏 君   今日は私のための誕生祝いありがとう

ございます。今月、誕生祝い、結婚祝い

月の会員、会員夫人の皆さま、おめでとう

ございます。 

太田 浩彰 君   しもつけロータリークラブ中島様、公文

様、お越し頂きありがとうございます。先週

の花見例会でリス村を使って頂いてあり

がとうございました。また、本日は妻の誕

生祝いを頂き重ねて御礼申し上げます。 

渡邉 佳寛 君    しもつけロータリークラブ中島様、公

文様、ようこそいらっしゃいました。今月誕

生日、結婚記念日を迎えられる皆さま、

おめでとうございます。篠原会員、広瀬会

員、三澤会員、馬場会員、太田会員の

奥さま方、ようこそ！ 

青木 圭太 君   本日は、誕生祝い、ありがとうございま

した。 

馬場 照夫 君   今月誕生月、結婚記念日を迎えられ

ました皆さま、おめでとうございます。親睦

委員会からの心温まるご案内を頂き、私

たち４３回目の結婚記念日を迎え、出席

させて頂いております。お祝いを頂きあり

がとうございます。 

田辺 義貴 君   ４月に誕生日を迎えられる皆さま、ご

結婚記念日を迎える皆さま、おめでとうご

ざいます。春の交通安全週間が始まりま

した。直前に青キップを切られた僕が申

すのもアレですが、皆さま、車の運転には

お気を付け下さい。安全第一。 

仲野 新吾 君    しもつけロータリークラブ中島様、公

文様、お越し頂きありがとうございます。並

びに、春、桜咲く、この４月にお誕生日、

ご結婚記念日を迎える皆さま、おめでとう

ございます。春はスタートの季節です。私

も一から頑張る気持ちで再スタートしま

す。 

■４月６日までのスマイルボックス 

前回までのスマイル繰越金 1,883,500

会員 89,000

ビジター 6,000

本日のスマイル合計 95,000

スマイル今期累計 1,978,500

前回までの米山繰越金 39,301

米山 4,091

米山今期累計 43,392

合計金額 2,021,892
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■次回案内      プログラム委員会  大瀧 和弘 君 

■出席報告         出席委員会  柳澤 正弘 君 

本日もたくさんの

スマイルありがと

うございました！

本日のプログラム 

４/２０(木)  内部卓話 

細則改正の件 

次回のプログラム 

４/２７(木)  外部卓話 

鈴木 政夫 様 

鈴木 幸代 様 

（５月）
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

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

内

部

卓

話

外

部

卓

話

祝

日

休

会

月

初

会

内

部

卓

話

■月間予定（４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。

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　３月２３日 50 0 0 47 1 4 92.16% 　月

本日　  ４月６日 50 2 - 43 1 6 88.24% 　%

出席免除者２名（有資格者　２名　＋　有理由者　０名）


