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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            それでこそロータリー 

■ビジター     益子ＲＣ         日下田 正 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。益子ロータリークラブ、日下田正様、ようこそ

おいで下さいました。ごゆっくりお過ごし下さい。 

 この例会場でのご挨拶は本日が最後となります。来週は

夜間例会、最終例会となります。１年が過ぎ去ろうとしてい

ます。今日は、この後、会長、幹事総括となりますので短め

にご挨拶させて頂きます。１年が無事過ぎようとしています。

これも皆さまのおかげと深く感謝申し上げます。どうぞ最後

までよろしくお願いいたします。 

■幹事報告     幹事  市村 忠男 君 

臨時理事会にて、２名の入会候補者の入会手続きを進

める承認を頂きました。例会変更のお知らせです。しもつけ

ロータリークラブ、６月２１日は夜間例会です。真岡西ロータ

リークラブ、６月２０日は夜間例会、６月２７日は特別休会で

す。益子ロータリークラブは６月２１日、移動例会にて会場

変更となります。 

■委員会報告 野球部    仲野 新吾 君 

 野球部の本日の練習は、東運動場にて午後６時３０分

より行います。どうぞご参加をよろしくお願いいたします。 

親睦活動委員会  大越 正和 君 

会長、幹事慰労ゴルフの案内および磯崎和実会員歓迎会

の案内 ６月１１日（日） 

次年度幹事     石塚 龍夫 君 

フランス人交換留学生の来日日時の件 ８月１６日(水) 

８月１８日(金)から４日間はオリエンテーションが行われま

す。 

８月２１日(月)にホストファミリーに引き渡しになります。 
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■スマイルボックス報告 岡本 佳男 君

宇賀神 裕一君   益子ロータリークラブ、日下田様いら

っしゃいませ。この例会会場での挨拶も本

日が最後になります。会長、幹事総括を

させて頂きます。また、来週が最終例会と

なります。よろしくお願いします。

市村 忠男 君   日下田正様、来訪ありがとうございま

す。つたない幹事報告となりますが、あき

らめてお聞きください。 

金子 正男 君   益子ロータリークラブ、日下田様、よう

こそいらっしゃいませ。会長、幹事総括よ

ろしくお願いいたします。来年の参考にさ

せて頂きます。 

岡本 俊夫 君   宇賀神会長、市村幹事、ご苦労さま。

益子ロータリークラブ、日下田様、ようこ

そ。 

大瀧 和弘 君   宇賀神会長、市村幹事、総括卓話、

お疲れさまです。 

石塚 龍夫 君   日下田先生、ご来訪ありがとうござい

ます。 

見目 良一 君   久しぶりに例会に参加させて頂きまし

た。今日を含めてあと２回となりました。最

終例会は、しっかりと司会を務めたいと思

います。  

久保 賢司 君   今日は、次年度ＳＡＡの練習をさせて

頂きます。皆さまのロータリーの友情を信

じています。 

柳田 尚宏 君   今日は、会長、幹事総括と言うことで１

年間の締めとなりますね。本当に１年間お

疲れさまでした。 

柳沢 正弘 君   会長、幹事総括報告、どうぞよろしくお

願いいたします。 

渡邉 佳寛 君    益子ロータリークラブ、日下田様、よう

こそいらっしゃいました。会長、幹事総括

ご苦労さまです。あと２回頑張ってくださ

い。 

大森 貴之 君   宇賀神会長、市村幹事、１年間の総

括よろしくお願いします。次年度ＳＡＡ久

保賢司さん、司会の感想どうですか？ 

田崎 義典 君    宇賀神会長、市村幹事、１年間お疲

れさまです。本日の卓話、気合を入れて

拝聴させて頂きます。 

■会長総括   

  会長  宇賀神 裕一 君 

この日を迎えられたことを、先ず以て、会員皆さまに感

謝申し上げます。１年間を何とか無事に終了することが出

来ます。本日は、会長総括と言うことで、主な行事で１年間

を振り返りたいと思います。 

  ２０１６年７月７日、七夕の日に宇賀神、市村年度のスタ

ートとなりました。初めて点鐘をした時の感触は今でも忘れ

ません。７月９日、会員有志による正心高級中学校訪問団

歓迎会が行われ、バナー・記念バッヂの交換も行いまして、

会長として初めての国際交流となりました。 

 ８月１８日、ガバナー補佐公式訪問例会にて、上野徳浩

カバナー補佐より、公式訪問のご指導を頂きました。この

時はリオデジャネイロ・オリンピックの時期でした。８月２５日、

納涼家族例会が開催されました。上野ガバナー補佐、諸

伏真岡西クラブ会長他ゲストの参加を頂き、岡本親睦委

員長率いる親睦活動委員会の皆さまによる入念な計画の

もと、おいしい料理やお酒、またはプレゼントや楽しい企画

があり、総勢１３５名の会員ならびに家族の皆さまのご参加

を頂きました。岡本委員長、大越代行、親睦活動委員会

の皆さま、ありがとうございました。 

 ９月１日、栃木秀麿第２５５０地区ガバナーによる公式訪問

でした。１１時から栃木ガバナーとの懇談会を行いまして、

様々なことをご指導頂きました。例会では、卓話・クラブ協

議会とご指導を頂きました。

栃木ガバナーからもよい評

価を頂戴いたしました。９

月２５日、国際ロータリー第

２５５０地区第２２回親善野

球大会が開催され、監督

選手１６名が参加、応援団は１０名が駆けつけてくれました。

第１試合は、宇都宮陽北ロータリークラブ戦でした。勝てば

決勝戦です。中々白熱した試合でしたが、惜しくも負けて

本日もたくさんの

スマイルありがと

うございました！
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しまいました。野球部の杉田キャプテン、準備などたいへ

んお疲れさまでした。 

 １０月５日、例年の月末と異なる日程で、驚きましたが、社

会奉仕事業の一環としての真岡市老人・身障合同スポー

ツ大会が、心配していた台風が逸れて無事開催出来まし

た。豚汁の提供を開始して今年で１０回目になりました。久

保直前幹事による厳しい食品管理のもと、毎年好評を頂い

ております。また準備・誘導・競技参加と会員一丸の協力

で無事終了出来ました。廣田委員長をはじめ社会奉仕委

員会の皆さまお世話になりました。１０月１０日、上野ガバナ

ー補佐による第 4グループ合同の親睦事業ということで合

同ハイキングが開催され、会員家族 22名の参加にて日光

白根山ロープウエイ、湯ノ湖散策ととても楽しい１日を過ご

して来ました。１０月２１日、真岡市民ゴルフ大会・国際ロー

タリー第２５５０地区大会の記念ゴルフ大会がありました。 

１０月２２日、地区大会 会長・幹事会／地区指導者育成

セミナー、夜にはＲＩ会長代理ご夫妻歓迎晩餐会がありまし

て、市村幹事と２人で参加いたしました。また、翌２３日は本

会議で、朝から２６名の会員の皆さまの出席を頂きました。

遠い所 大変ご苦労様でした。今回の地区大会に於いて 

岡部貞一郎ＰＰ・杉村久夫ＰＰが、長寿会員表彰、杉村久

夫ＰＰが３５年皆勤表彰の栄に浴されました。改めまして 

おめでとうございます。１０月２７日、会長ノミニー指名委員

会が開催されました。 

 １１月１９日～２１日姉妹クラブ、斗六ロータリークラブへ２１

名の会員家族皆さまの参加を得まして公式訪問に行って

参りました。毎回の事ながら、熱烈歓迎振りはとても感動し

ます。まだ、斗六へ行った事のない会員の方は、是非とも

参加してみて下さい。担当の石川姉妹クラブ委員長には

年度早々から綿密な計画をして頂きました。姉妹クラブ委

員会、国際奉仕委員会の皆さま、ご参加の会員の皆さまど

うもありがとうございました。 

 １２月１日、年次総会に於いて、次年度役員、ノミニーが

決まりました。創立 60 周年に向けての準備の年でもありま

す。１２月２２日、忘年家族例会でした。今回もガバナー補

佐他のゲストの参加を頂き、これまた岡本親睦委員長率

いる委員会の周到な計画の下、ゲストの皆さまそして会員

並びに家族の皆さま、総勢１44 名のご参加を頂き、盛大に

年末を締め括る事ができました。 

 1月7日～8日、第３３回真岡ロータリークラブ杯争奪少年

サッカー大会には、早朝よりたくさんの会員のご参加をいた

だき、真岡市サッカー協会共催の元、無事終了いたしまし

た。歓迎パーティーには、後援頂いております、真岡市の

井田隆一市長、日本サッカー後援会 松本育夫理事長を

はじめ、栃木県サッカー協会の方、そしてこのサッカー大

会が縁で、真岡市と災害時における相互応援に関する協

定を結んだ十和田市のサッカー協会の方々のなどの出席

を頂き、そして会員の皆さま方より提供頂きました多くの景

品にてパーティーも多いに盛り上がりました。栁田委員長と

青少年奉仕委員会の皆さま、お疲れ様でした。1月12日、

新年会、スマイル大賞表彰、酉年生まれのお祝いなど楽し

く過ごしました。この日は100％出席も達成出来ました。1月

19日、第４０回の米山功労クラブ表彰を受けました。 

また合わせて米山功労者・R財団 表彰を受けられます会

員の皆さまおめでとうございました。 

 2月9日～11日、井田真岡市長の随行で、岡本親睦委員

長と斗六に行って参りました。9日の例会には金子エレクト

に会長挨拶の練習をして頂きました。台湾ランタンフェス

ティバルの会場を視察し斗六RC 歓迎例会に参加し４月の

公式訪問の確認もいたしました。真岡西中の姉妹校の正

心高級中学校の朝礼に参加し、生徒さん達から熱烈歓迎

を受けました。その後、謝斗六市長の出迎えを受けまして、

斗六市の行啓記念館などを視察、台北に移動し、２００６～

７年１年間交換留学生でありました、ティアナ（孫 綺晨）宅

にて、これまた熱烈歓迎を受けて来ました。この時に謝斗

六市長が、真岡に視察に来ることが決まりました。２月２６

日、第３３回真岡ロータリー杯小学生交流バレーボー

ル大会が開催されました。朝早い集合に、多くの会員

の皆さまのご協力を頂きました。２４チームの参加にて、

井田真岡市長のご挨拶も頂き盛大に開催出来ました。

栁田委員長はじめ、青少年奉仕委員会の皆さま、お

世話になりました。２月２７日、 職業奉仕委員会の三澤

会員が、キャリア教育の依頼を受けまして、亀山小学校で、

職業について、青木会員・豊田会員・見目会員・平石会

員・渡邉会員・三澤会員の６名が講師として6班に分かれ

子供達に、会員各人の職業について約９０分にわたり講義

をしました。講師の皆さま、お疲れ様でした。 

 ３月２３日、昼・夜のダブルヘッターになりました例会、特

に夜の斗六市行政視察団歓迎例会には多くの会員の皆さ

まにご協力を頂き、ありがとうございました。３月３０日、花見

例会，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・見目ＳＡＡ・会場のリ

ス村の太田会員、ありがとうございました。 
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また、４月 1日には、西田井駅前の花見がありまして、市長

同席の元、ＳＬをバックに撮影も出来ました。大堀さんお世

話になりました。４月８日、鹿沼東ＲＣ50 周年式典に金子エ

レクト・石塚副幹事・久保次々年度・小林次々年度副幹事

の５名にて参加して来ました。この式典には、斗六ＲＣも参

加していまして、式典の後、宇都宮にて２次会をして、熱烈

歓迎してきました。１部の会員との、３次会もありました。４月

９日、第 4 グループインターシティミーティング並びに斗六

ＲＣ公式訪問となりました。日程の都合上ＩＭとどうしても重

なってしまいましたが、第4グループの上野ガバナー補佐と

事務局、益子・しもつけ・真岡西クラブのご協力を頂きＩＭ

のプログラムの中に組み込んで頂きました。斗六ＲＣより劉

淑緞（Ｋｉｙｏｋｏ）会長をはじめ 17 名の会員が来訪し、満開

の桜の下、第４グループ栃木ガバナーそして各クラブメン

バーの出席を頂き、盛大に出来ました。そして、多くの会員

のご協力を頂き、無事に終了することが出来ました。 

５月２７日～２８日、親睦家族旅行、今回は東日本大震

災復興応援も兼ねて、宮城県南三陸町の志津川への旅

行でした。２日間楽しく 過ごすことが出来ました。総勢36

名の参加を頂きました。会員・家族の皆さま、そして親睦活 

動委員会の皆さまお世話になりました。ありがとうございまし

た。 

五大委員長であります、金子クラブ奉仕委員長・中川情 

報委員長・大堀会員組織委員長・三澤奉仕プロジェクト委

員長・齋藤Ｒ財団･米山記念奨学会委員長、そして各委

員長・委員会の皆さまには、様々な打合せの元、計画を実

施頂き誠にありがとうございました。 

卓話も内部外部、各界様々な分野よりお願いし、楽しく

会員相互の絆も深めることが出来ました。例会の出席も前

年に引き続き向上を図れました。ほぼ９０％台の出席率で

す。 

スマイルボックスも、丁寧かつ例会中にすべてを発表し

て頂き、より多くの会員に参加して頂けました。  

親睦活動では、毎例会時の受付、月初回の運営・家族

例会などの設営と、岡本委員長の強力なリーダーシップの

元、各行事の内容の充実を図れたと思います。大越代行

もお疲れ様でした。 

広報では、Ｍｙ ＲＯＴＡＲＹのアカウント登録推進、ホ

ームページ、face bookの更なる充実を図れたと思います。

写真のアップロードも早く的確にして頂きました。小林会員 

ご苦労様でした。 

会報も手作りでの発行が３年目となりました。会員相互へ

のタイムリーな情報の発信と手作りならではの会報が発行

されました。また、ホームページにもアップされ会員以外の

人も見る機会があり、ＰＲになりました。 

会員増強では、会員選考委員会・職業分類委員会・ロ

ータリー情報委員会が連携し、そして会員皆さまのご協力

を仰ぎながら会員増強を図りましたが、今期は 1 名の増強

でした。また、残念ながら退会の方も出ました。また新入会

の方にはオリエンテーションを行いロータリーの理念を説

明しました。 

職業奉仕事業も中学１年生を対象に職業出前講座を教

育委員会にお願いしております。真岡市のマイチャレンジ

とうまくマッチング出来ますよう、金子年度に継続をお願い

しました。 

真岡ＲＣ独自の社会奉仕事業も会合を重ね 大筋が出

来これから内容を充実させていきますので 同じく継続を

お願いしました。 

社会奉仕事業の要であります、真岡市老人・身障合同

スポーツ大会も次年度へと引き継がれていきます。地区の

予算も少しずつ減額されてきているようですが、連続１０回

目を迎えました。今回４年の任期で役員を受けて欲しいと

の要請で私が、真岡市社会福祉協議会の評議員になりま

した。 

国際奉仕では、姉妹クラブ委員会と連携の下、両公式

訪問を実施しました。また、正心高級中学校訪問団、斗六

市役所が行政視察に来訪し、例年より多くの活動になりま

したが 無事終了することが出来ました。  

青少年奉仕では、活動の要であります、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開催し

ました。第３３回目になりました。継続事業になります。今年

度サッカーの閉会式の時の人手の問題が次年度への引

継ぎの一つです。表彰式の会場が何箇所もありますため、

多くの人手が必要になります。 

Ｒ財団・米山奨学会は、寄付目標達成を出来ました。そ

して５月より新たな米山奨学生劉家萌（リュウ カホウ）様を

引き受けました。辻ＰＰにカウンセラーになって頂きました。

米山ボックスへの会員の協力推進が図れました。 

ＳＡＡ・副ＳＡＡには真岡ロータリークラブの伝統を継承

しながらも楽しい有意義な例会の運営をして頂きました。 

会計では年間を通じて迅速且つ厳正な管理をお願いし、

月次決算を行い毎月の収支状況のチェック、理事会への

報告をして頂きました。 
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そして、金子年度の８月からになりますが、フランスから

の一年交換留学生を引き受けることになりまして、渡邉会

員にホストファミリーを受けて頂きました。カウンセラーは 

石塚副幹事です。  

クラブ奉仕委員会は、クラブ管理運営委員会へ、情報

委員会は ソーシャルメディア委員会と名称が変わります。

クラブ定款・細則も改正がありました。 

また今年度は 斗六市が来たり、公式訪問がお互いに

あったりと様々なことが 多くありまして、日程や時間の変更

など、皆さまにご迷惑をお掛けした面が多々ありましたこと 

改めましてお詫び申し上げます。それにも拘わらず、ご協

力頂きましたこと 厚く御礼申し上げます。 

最後になりますが、色々な委員会との調整や打ち合わ

せ、そして縁の下の力持ちとして、会長を引き立ててくれま

した、市村幹事に深く感謝申し上げまして、総括とさせて頂

きます。そして、野澤事務局にも感謝申し上げます。 

また、会員の皆さま一年間大変お世話になりました。ありが

とうございました。 

■幹事総括     幹事  市村 忠男 君 

一昨年の２月か３月頃、当時の久保副幹事から宇賀神

年度の幹事の要請を突然受け、事務所態勢が可能か、今

まで好き勝手を言っていた人間が幹事として協力得られる

のか等考慮する時間が欲

しいと渋っても、入会年数

からもそろそろ順番でもあ

り、この場で返事をと求め

られ、返してくれる雰囲気

でもなく、順番なら受け入

れるしかないとあきらめたわけです。が、どちらかというと孤

立しがちな部類に属する二人がコンビを組んで組織運営

が可能か不安感いっぱいの幹事受け入れでした。前年度

前半は会報作成に追われ、後半に入って目の前に現れた

幹事として事前に準備すべき事項を処理し、現年度実施

すべき事を淡々とこなして退任をむかえられそうです。 

予算案 

奉仕事業に使うスマイル収入を会費で賄う管理運営費

と併せたことでいろいろ批判があることを承知で前年踏襲

しましたが、ＰＰから予算案には驚いたとも言われました。ス

マイル資金を奉仕事業費に使うと厳格にする場合、会費

では資金不足が明白であることは理解されていると思いま

す。前年度のクラブフォーラムでは解りやすい案にしたと説

明しましたが、今後、会費とスマイルの関係を議論していく

ため問題提起させていただきました。検討すべき時期に来

ていると思います。 

新社会奉仕事業 

前年度当クラブ独自の社会奉仕事業の検討がされ、今

年度引き継いで検討しました。下野新聞の特集記事「希望

ってなんですか、貧困の中の子ども」、子供の６人に１人が

貧困状態という厚生労働省の発表にも衝撃を受けた人は

多いのではないか。バブル崩壊後、失われた１０年と言わ

れた当時の新卒者が派遣社員・契約社員として働き、正

社員になれない若者の増加により、結婚できない、奨学金

を返済できない等の若者の増加という報道もあった。 

日本社会が抱える地域の課題にロータリークラブがどう向

き合うのか、無視するのであろうか。 

職業出前講座事業 

新卒で就職して３年以内に退職する人が増えているとい

う報道が目に付く。就職先の仕事が自分に合わないという

理由で退職。職業選択のミスマッチを少なくするには色々

な職業を知らせることで、進学先を選択する際、ほんの少

し支援ができるではないか。いかがでしょうか。 

定款、細則改正 

ＲＩの定款改正により、柔軟なクラブ運営が認められた

改正になった。が、当クラブは変化を受け入れなかった。

今後、今次改正の理念を受け入れる気運が醸成された場

合、今次改正を忘れないでほしいと思います。 

増強 

何もできませんでした。 

宇賀神会長にとって、ロータリー歴は浅いが年長者を幹

事にした事、さらに、会長は会長、幹事は幹事の役割を全

うする事を宣言された会長はやりにくい、迷惑な一年だった

ろうと推察しております。 

私はクラブ内で偏った委員会歴ですので知らないことが

多く、委員会事業は各委員長にお願いしたわけです。結果、

積極的に事業を展開していただき、多くのアドバイスもいた

だき、大過なく事業を実施でき、委員長はじめ委員の皆さ

まに感謝あるのみでございます。 



6 

最後に、野澤事務局がいて、助言を受けて初めて、新

米幹事が幹事の役割を何とか全う出来たと感謝しておりま

す。最後の最後に、私は宇賀神・市村コンビでスマイルに

余り投入してもらえないのではと不安でした。が、期待を上

回る御協力をいただき感謝申し上げ、総括と致します。 
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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 

■６月８日までのスマイルボックス 

本日のプログラム 

７/６(木)   

  月初会 

会長方針発表 

前回までのスマイル繰越金 2,325,000

会員 41,000

ビジター

本日のスマイル合計 41,000

スマイル今期累計 2,366,000

前回までの米山繰越金 52,829

米山

米山今期累計 52,829

合計金額 2,418,829

次回のプログラム 

７/１３(木)   

皆出席表彰 

五大委員長方針 

（８月）
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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

皆

出

席

表

彰

五

大

委

員

長

方

針

発

表

決

算

予

算

報

告

月

初

会

外

部

卓

話

■月間予定（７月）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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　５月２５日 50 7 0 39 1 5 90.20% 　月

本日　  ６月８日 50 5 - 41 0 4 92.00% 　%

出席免除者２名（有資格者　２名　＋　有理由者　０名）

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% 90.46%

※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。
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■第３４回全国ロータリークラブ野球大会 

於：阪神甲子園球場  対戦相手：広島北ＲＣ(広島県) 

平成 29 年 6 月 27日(火)午前９時試合開始 

↑甲子園へ向けていざ出発 

↓翌日の対戦に備えて

機中にて眠る仲野会員 

↑神戸空港に到着 
↓ まずはランチで腹ごしらえ ↓ 

↑ 甲子園を下見です ↑ 

↓前夜祭 

↓球場入り 
↓プロ野球選手使用の 

ロッカールーム
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↓トップバッター野沢会員 

↑力投する先発・見目会員 

↓田崎会員、殊勲の三塁打 

↑中川会員、急遽リリーフに！ 

↑おつかれさまでした 

↓  反省会   ↓ 


