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 ロータリーソング  奉 仕 の 理 想 

 ビジター  宇都宮 RC 会長 印出井 敏英 様 

益子 RC 会長 萩原 新也 様 

益子 RC 幹事 大畑 和広 様 

真岡西 RC 会長 入江 省吾 様 

真岡西 RC 幹事 七海 朱美 様 

 ゲスト   金子正男会長夫人 金子   栄  様 

石塚龍夫幹事夫人 石塚 幸子 様 

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 

米山記念奨学生 劉    家萌  君 

 新入会員   藤村 三夫 君 

菱 沼   孝  君 

 会長幹事バッジ授与式･記念品贈呈 

   

 会長挨拶  会 長 金子  正男  君 

皆さんこんにちは、真岡 RC 第 59

代会長を拝命致しました金子と申

します。2017～18 年度の 1 年間第

2 の妻の石塚幹事と共に頑張って参

る所存ですので「ロータリー愛」を

もって、御協力御鞭撻の程よろしくお願い致します。 

それでは本日のお客様を御紹介致します。最初に我

クラブの親クラブでもあり 2550 地区の常にリーダー

クラブでもある宇都宮 RC、106 人の会員の先頭に立

つ第 65 代会長の印出井敏英様です。続きまして、私

も若きし頃、結婚式でお世話になった益子 RC 第 38

第会長萩原新也様です。同じく 2 度目の登用で任せて

安心幹事の大畑和広様です。続きまして真岡西 RC 第

34 代会長の入江省吾様です。同じく幹事の七海朱美様

です。続きまして姫こと石田パスト会長令夫人幸子様、

石塚幹事令夫人幸子様、大瀧和弘会員令夫人百合子様、

米山奨学生劉家萌さん、新入会員藤村三夫様、同じく

新入会員菱沼孝様です。それから私が 40 年間愛し続

けた妻栄です。ごゆっくりして

行って下さい。 

さて、九州の熊本･大分の方で

は災害が大きくなり、ちょっと

心配です。それと、宇賀神年度中

最後の 6 月末に甲子園でのロー

タリー全国大会に参加した杉田監督、久保エレクト、

最年長まとめ役の野澤五大委員長はじめ参加の皆さ

ん大変ご苦労様でした。また、協賛して頂いた会員の

皆さん野球部になり替わり感謝申し上げます。 

時同じくして、私と石塚幹事で台湾斗六 RC の皆さ

んと 11 月の公式訪問兼家族旅行について打ち合わせ

をして参りました。ニコル会長、アンディー幹事、メ

ンバー全員心待ちしておりますとの事でした。以上会

長方針発表もございますので、この辺で会長挨拶に代

えさせて頂きます。 

一年間宜しくお願い致します。 

 来賓挨拶 宇都宮 RC 会長 印出井  敏英  様 

皆様こんにちは、宇都宮 RC 第 65

代の会長を仰せつかりました印出

井と申します。予約をする時にスペ

ルはどう書くのですかと言われま

すが、桑島大橋を渡った所の西刑部
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町出身で江戸時代から居る純粋の日本人です。お見知

りおき下さい。 

金子丸の出航の日、おめでとうございます。幹事さ

ん共々順風満帆な航海を祈念致しております。 

宇都宮は13クラブのスポンサーをしておりますが、

真岡は第 3 番目に誕生のクラブです。宇都宮東や西よ

りも遥かに長い歴史を有しています。非常に和気あい

あいと凄いクラブだなと感心しております。これから

発展することをお祈り致しまして私の挨拶に代えさ

せて頂きます。ありがとうございました。 

益子 RC 会長 萩原  新也  様 

ただいま紹介いただきました益

子RC会長を賜りました萩原でござ

います。40 年前に金子さんの結婚式

の司会を仰せ付かりましたアプロ

ーズ益子の萩原でございます。どう

ぞ改めまして宜しくお願い致します。 

ロータリーのキャリアは益子で20年でございます。

しかし、益子RCの平均年齢は 67歳になりますので、

若い会長幹事でございます。年齢だけは下から 5,6 番

目でございます。そして益子もいよいよ会長幹事の役

が行き止まるようになり、大畑さんは益子で初めての

2 回目の幹事となります。1 年間どうぞよろしくお願

い致します。 

真岡西 RC 会長 入江  省吾  様 

本年度、真岡西 RC の会長を拝命致しました入江で

す。幹事の七海朱美会員です。宜しくお願い致します。 

私、ロータリーに入って 30 年に

なる古狸です。今まで隅の方でうろ

ちょろしていたのですが、そろそろ

使ってやろうじゃないかと言った

所だと思います。それで会長をやる

ことになりました。1 年間よろしく御手柔らかにお願

い致します。 

 新入会員紹介   青木 圭太 君 

❤ 藤村 三夫 君 

昭和 29 年 6 月 4 日生、63 歳。地元山前の小･中学

校、真岡高校を経て中央大学法学部を卒業し、リクル

ートに入社。そこでの活躍も虚しく、家業“うな源”

の拡大により都会から呼び戻され、“うな源別館”の繁

盛に至っております。 

❤ 菱沼 孝 君 

昭和 35 年 3 月 31 日生、57 歳。地元大内中学校、

真岡高校を経て日本大学法学部に入学。トランペット

をこよなく愛し、中学・高校と吹奏楽部に在籍し、真

岡高校では部長として活躍。現在でも週 1 回レッスン

に通い、アマチュアバンドでステージもこなしており

ます。大学ではバイトに没頭し、卒業をあきらめ中退。

現在、さいたま市に本社を置く(有)ロジ･スタッフ社長。

2 年前に宇都宮に営業所を開設し、

真岡市京泉に在住。事業内容はスチ

ール家具の施工を主にしておりま

す。ちなみに真岡市民会館の椅子の

入換え工事はロジ･スタッフによる

ものです。 

 バッジ授与式､新入会員挨拶  藤村 三夫 君 

初めまして、藤村三夫と申します。縁あってこの会

に入らせて頂きました。不束ですが宜しくお願い致し

ます。 

菱沼  孝 君 

ロジ･スタッフの菱沼と申します。幹事の石塚君と

は同級生で、飲んだ勢いで入ってしまいました。今日

は大分緊張しております。また、宜しくお願い致しま

す。 

 米山記念奨学金授与 

米山記念奨学生  劉 家萌 君 

 7 月誕生日祝 

誕生日祝 会員 会員夫人 

22 日 宗像 拓 君 11 日 大瀧百合子様 

24 日 岡部貞一郎君 23 日 石田 幸子様 

25 日 篠原 泉 君 

 乾杯    宇賀神 裕一 君 

 幹事報告   石塚 龍夫 君 

理事会報告 

巻末別紙参照下さい 

 

 委員会報告  姉妹クラブ委員会 見目 良一君 

斗六 RC 公式訪問 兼 親睦旅行のご案内 

11 月 10日(金)から 13日(月)の 3 泊 4日で予定して

おります。都合により 2 泊 3 日の方も参加可能です｡

多くの方の参加をお願い致します。30 名以上目標です。 

会報委員会 小林勇一郎君 

会報は真岡RC のホームページにアップしますので、

会報を印刷物として必要な方と必要のない方の調査

をします。印刷物として必要な方には、クラブ室のポ

ストに配布しますので、クラブ室にお寄りいただきお

受け取り下さい。以上、宜しくお願い致します。 

野球部 杉田貞一郎君 

先週6月27日全国RC野球大会が甲子園で行われ、

参加してまいりました。会員皆様方のご協力に心から

感謝申し上げます。有難う御座いました。 

 会長方針  会長 金子 正男 君 

真岡 RC 第 59 代会長を拝命致し

まして､身の引き締まる思いです｡

歴史と伝統ある我クラブの名に恥

じる事の無い様に､石塚達夫幹事と

共に頑張って参る所存であります。 

さて、2017-2018 年度イアン・ライズリーRI 会長の

テーマは、「ロータリー：変化をもたらす」です。ロー

タリーとは何ですか？と言う問いに、奉仕を通じて



人々の人生に変化をもたらせる事が出来ると言う事

を信じて、例えば学校を造る事や医療・衛生設備を造

ったり改善したり様々な事業を行う事で、小さなクラ

ブ・大きなクラブ関係なく、誰かの人生をより良くし

ているのだと言っております。ロータリー入会のきっ

かけは何であれ、私たちがロータリーに留まり続け、

毎週・毎年例会を積み重ねる事で変化をもたらし、充

実感が得られるとも言っております。 

RI2550 地区太城敏之ガバナーも「チャレンジ＆イ

ノベーション」を掲げ、10 年後 20 年後を見据えた変

革がテーマと言っております。そして、9 つの目標を

掲げております。1.増強 2.ロータリーリーダーシッ

プ 3.IT化 4.アーサーシェルドンが提唱した職業奉

仕「互恵関係」 5.青少年奉仕 6.RI 会長賞(増強) 7.

ふるさと栃木に木を植える 8.ロータリー財団の支援

1人 150ドル 9.米山記念奨学会の支援 1人 18000円 

本年度、真岡 RC私の会長テーマは「ロータリー愛」

です。クラブ運営に於いて、我クラブは年齢も職種も

ロータリー歴も大変バラエティに富んでおります。伝

統あるクラブの中で、「愛」を持って先輩・後輩会員同

士が助け合い勉強し、我クラブの事業を盛り上げ、皆

さんと共に歩み、全ての会員の皆様にとりまして充実

した 1 年になります様に努力致します。皆様のご支援

ご協力を、何卒宜しくお願い申し上げます。 

本年度クラブ方針重点目標 

1. 60 周年に向けて会員増強の強化。 

(会員増強：60 名会員目標) 

2. 海外クラブとの交流の活発化。(国際奉仕) 

3. クラブ内職業奉仕活動の充実。(職業奉仕) 

4. 社会奉仕事業の積極参加。(社会奉仕) 

 スマイルボックス報告  大堀  文雄  君 
印出井俊英様 宇都宮 RC 会長 

お世話になります。 

萩原 新也様 大畑 和広様 益子 RC 

 本日はお世話になりま

す。1年間よろしくお願い

します。 

入江 省吾様 七海 朱美様 真岡西 RC 

 今年一年お世話になります。有意義な一年に

してまいりたいと思っております。ご指導よ

ろしくお願い致します。 

金子 正男君 本日は金子･石塚年度スタートにあたり、親ク

ラブの印出井会長はじめ益子 RC 萩原会長･大

畑幹事、真岡西 RC 入江会長･七海幹事､米山奨

学生劉君、石田パスト会長令夫人幸子姫様、石

塚幹事令夫人幸子様、大瀧会員令夫人百合子

様と私の愛する妻、ゆっくりして行って下さ

い。 

石塚 龍夫君 ホストクラブであります宇都宮 RC の会長が

記念すべき金子年度の第 1 回目の例会にご来

訪いただけます事は、この上ない慶びです。 

印出井会長誠にありがとうございます。 

藤村様、菱沼様ご入会おめでとうございます。

益子 RC 萩原会長･大畑幹事、真岡西 RC 入江

会長･七海幹事 1 年間宜しくお願い致します。 

会員の皆様「ロータリー愛」を実感できる充実

した 1 年間を楽しみましょう❣ 

久保 康夫君 金子会長･石塚幹事、本日は盛会のスタート誠

におめでとうございます。又、会長･幹事夫人

のご参加、大歓迎申し上げます。 

宇都宮 RC 様、益子 RC 様、真岡西 RC 様、本

年も次年度もよろしくお願い致します。 

岡部貞一郎君 金子年度のスタートを祝します。誕生祝を頂

いて。 

篠原 泉 君 RC 金子丸の出航おめでとうございます。安全

で安心楽しい航海を祈念致します。 

御来訪の皆様ようこそいらっしゃいました。

ごゆっくりして下さい。 

篠原 宜之君 金子･石塚年度のスタートを祝して 

宇都宮 RC･益子 RC･真岡西 RC の新役員のご

来訪ご苦労様です。 

岡本 俊夫君 年初会が大安と言う素晴らしい日と重なり、

輝かしいスタートとなりました。金子･石塚年

度の大活躍を祈念します。 

来訪の御夫人の皆様ようこそ。親クラブより

宇都宮 RC 印出井会長、グループ内会長･幹事

の皆様ようこそ‼ 

甲子園参加の皆様おみやげありがとう。 

福原 一郎君 金子､石塚年度がはじまりますね。皆で支えて

楽しい年度に致しましょう。 

各地区からご来訪の会員諸兄、よろしくお願

い致します。 

辻 達男 君 金子､石塚年度の門出を祝して 

石田 順一君 金子･石塚年度のなが～い 1年の御隆盛を祈念

致します。 

先程は、サチコマダムが誕生祝をいただきま

してありがとうございます。僕からは愛をプ

レゼントしたいと考えております。 

広瀬 紀夫君 金子会長､石塚幹事一年間よろしく。益子、真

岡西の会長幹事さんようこそ。宇都宮 RC 会長

様、ようこそ。 

海老原 均君 金子･石塚年度、今日初日。会長幹事席はいか

がですか？一年は長いようで短いよ！ガンバ

って下さい(祝) 

体には気を付けて！ 

田村 浩次君 金子･石塚年度いよいよスタートしますね！ 

1 年間楽しく自分のキャラを前面に出して役

職をまっとうして下さい。 

宇賀神裕一君 金子･石塚年度スタートです。1 年間頑張って

下さい。 

前年度はお世話になりました。 

多くのゲスト､ビジターの皆さんようこそ。 

木村慎太郎君 新年度のスタートおめでとうございます。会

長さん幹事さんお世話になります。 

柳 浩雄 君 金子会長･石塚幹事年度おめでとうございま

す。新年度スタートに出席出来ず大変申し訳

ございません。 

杉田貞一郎君 金子･石塚年度のスタートを祝します。 

本年度ロータリー財団委員長をおおせつかり

ました。会員皆様のご理解とご協力をお願い

します。 

全国ロータリー野球大会につきまして皆様の

ご協力に感謝申し上げます。 

野沢 巧 君 いよいよ金子･石塚年度のスタートですね。1

年間楽しく進めて下さい！心より祈っており

ます。また、結婚記念日誕生日を迎えられた

方々誠におめでとうございます。末永い幸福

を願っております！ 

廣田 茂 君 金子会長､石塚幹事おめでとうございます。1

年間頑張って下さい。 

先日の甲子園の野球大会では、タイムリーヒ

ットを打てて 1 打点は上げられましたが、1 塁

を回った所で足がもつれて転がりました。甲

子園の土を人一倍満喫して来ました。 

市村 忠男君 金子･石塚年度のスタートをお祝い申し上げ



ます。今日の理事会で年間決算承認をいただ

き幹事の仕事も終わりました。大変お世話に

なりありがとうございました。多くのスマイ

ル投入に感謝いたします。 

三澤 幸光君 金子･石塚年度のスタートを祝して!これから

の一年間大変な事の連続でしょうが､二人共

奥様の指示に従って素直な心で勤めて下さい｡ 

中川 宏行君 金子･石塚年度のスタートおめでとうござい

ます。7 月誕生日の会員､ご夫人の皆さま、お

めでとうございます。 

大瀧 和弘君 いよいよ金子･石塚年度のスタートです。一年

間よろ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。 

大越 正和君 金子･石塚年度も始まりました。今年度は会員

増強委員長として次年度までに会員 60人を目

指しますので皆様のご協力お願いいたします。

藤村様､菱沼様入会おめでとうございます。 

岡本 佳男君 金子･石塚「丸」の船出誠におめでとうござい

ます。久保康夫エレクト“かじ取り”役、宜し

くお願いします。 
小林勇一郎君 金子･石塚年度の船出おめでとうございます。 

会報を担当いたします。一年間よろしくお願

いします。 

見目 良一君 金子･石塚年度のスタートを心よりお慶び申

し上げます。予算の編成上スマイルの入り具

合が大きなウェイトを占めそうですので本日

はお祝いですのでドカンッと行きたいと思い

ます。今年一年宜しくお願い致します。 

久保 賢司君 金子･石塚丸の船出を祝して❣ 

栁田 尚宏君 金子会長､石塚幹事､一年間宜しく御願いしま

す。 

坂本 光 君 金子･石塚年度も本日大安が始まりですネ！

愛の深まる 1 年を宜しくお願いします！ 

太田 浩彰君 本年度出席委員長として 1 年間頑張りたいと

思いますのでよろしくお願いします。また､本

日お越しいただいたお客様の皆様ようこそ真

岡に､ありがとうございます｡ 

渡邉 佳寛君 宇都宮､益子､真岡西RCの皆様ようこそいらっ

しゃいました。 

金子会長･石塚幹事､一年間よろしくお願いし

ます。 

甲子園組の皆様ご苦労様でした。21 対 2 とい

う手に汗握る大接戦の末に敗れたとのこと｡

大健闘でした。 

青木 圭太君 金子会長･石塚幹事の船出を祝します。 

本日お誕生月を迎えられる皆様、おめでとう

ございます。又､本年度副 SAA として精一杯

頑張りますので一年間よろしくお願いします。 

田辺 義貴君 金子会長､石塚幹事年度が始まりました。本年

度もどうぞ宜しくお願い致します。 

先日の甲子園での野球大会に参加させていた

だきました。甲子園の土は想像よりも黒く、固

く、温かかったです。大変お世話になりました。

ありがとうございました。 

仲野 新吾君 本日､金子会長､石塚幹事年度を迎えられたこ

とをおよろこび申し上げます。また､7 月に誕

生日を迎えられる方､おめでとうございます｡

今年度も宜しくお願いします。 

栁田 耕太君 金子船長希望に燃えた明るい世界へ導いて下

さい！ 

田崎 義典君 金子会長､石塚幹事をはじめ新体制の皆様､い

よいよ〝ロータリー愛“のはじまりですね。1

年間よろしくお願いします。 

藤村 三夫君 本日新会員となりました。よろしくお願い致

します。 

菱沼 孝 君 今回､入会いたしました。宜しくお願い致しま

す。 

大森 貴之君 金子会長､石塚幹事､久保エレクト 1年間､よろ

しくお願いします。 

大堀 文雄君 今年度スマイル委員会を大堀､平石､大森委員

で担当します｡よろしく｡ 

 スマイルボックス(7 月 6 日現在) 

前回までのスマイル繰越金 0 

会員 167,000 

ビジター 6,000 

本日のスマイル合計 173,000 

スマイル今期累計 173,000 

前回までの米山繰越金 0 

米山 7,699 

米山今期累計 7,699 

合計金額 180,699 

 

本日の 

プログラム 

7/13 

皆出席表彰 

五大委員長 

方針発表 

 

次回の 

プログラム 

7/20 

五大委員長 

方針発表 

月間予定 

出席者     出席報告   出席委員会  太田 浩彰君 

在籍 54名 出席免除者 2名（有資格者 2名 + 有理由者 0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(%) 

補正後         

本 日 7月 6日 52 0 - 49 1 4 92.45 

月間出席率 

7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 

            

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



  

（別紙） 

 

 

 

 幹事報告             石塚 龍夫 君 

1. 会長方針について         承認 

2. 2017-18 年度予算について        承認 

3. 1 年交換学生会員負担金について：真岡会員¥10,000+第 4G 会員¥2,000   承認 

4. 年会費口座振替について：7 月 20 日口座引落(交換学生負担金含む)   承認 

5. 2017-18 年度プログラムについて(特別休会 3 回)     承認 

6. 誕生日祝、結婚記念日祝の記念品について 

誕生日日念品：和風小銭入れ、結婚記念日記念品：花  承認 

7. 納涼家族例会について：8 月 25 日(金)移動夜間例会     承認 

8. 斗六公式訪問について(家族親睦旅行を兼ねる)：11/10(金)～11/13(月)3 泊 4 日  承認 

9. ガバナー公式訪問について：9 月 21 日、補佐訪問 9 月 7 日    承認 

10. ガバナー公式訪問のクラブ協議会開催について：9 月 21 日    承認 

11. 地区大会並びに地区ゴルフ大会への参加について 

地区大会 10 月 15 日(日)、地区ゴルフ 10 月 13 日(金)  承認 

12. 地区親善野球大会への参加について：10 月 22 日(日)     承認 

13. 次年度第４グループガバナー補佐選考について：7 月 13 日 PP 会招集(7 月中提出） 承認 

14. 職業出前講座･社会奉仕事業 各検討委員会の継続について 

前年度に引き続き継続(全委員再任）    承認 

15. 地区ゴルフ選手権について：8 月 29 日：日光カントリー    承認 

16. もおか木綿踊りへの広告協賛について      承認 

17. 国際交流協会の年会費について：クラブとして￥3,000、会員 1 人当たり￥1,000  承認 

18. 地区社会奉仕事業 植樹について：植樹場所が確定せず、次月理事会継続審議とする。 承認 

19. 暑中見舞い広告協賛について：下野新聞 ￥12,960 真岡新聞 ￥10,800   承認 

20. 2016-2017 年度決算について       承認 

 


