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 司会 SAA   久保  賢司  君 

 点鐘 会 長   金子  正男  君 

 ロータリーソング  我 ら の 生 業 

 ビジター 

  第 4G ガバナー補佐  中島 一成 様 

  第 4G ガバナー補佐事務局長 小島 節夫 様 

第 4Gガバナー補佐事務局 公文 初江 様 

しもつけ RC 会長  上野 秀雄 様 

しもつけ RC 幹事  谷中 好江 様 

 会長挨拶  会 長 金子  正男  君 

皆さんこんにちは、お客様の御紹

介をまずさせて頂きます。 

第 2550 地区第 4 グループガバナ

ー補佐中島一成様、同じく事務局長

小島節夫様、事務局公文初江様、し

もつけ RC 会長上野秀雄様、同じく幹事谷中好江様、

ようこそいらっしゃいました。ごゆっくりして行って

下さい。 

また、先週の月初例会では時間延長とスマイルを最

後まで読めなかった事に対し、お詫び申し上げます。 

石塚幹事が健全な予算を組むために 300 万円のス

マイルをと打ち上げましたため、大堀委員長もそれに

向けて良い味を出しながら頑張ったのですが、どうし

ても時間が足りず、ご勘弁願いたいと思います。これ

に懲りずに大堀委員長の目標通りにスマイルが達成

できれば良いと思いますので、どうぞよろしくお願い

します 

さて、世界では 7 億 9500 万人(9 人に 1 人)が十分な

食べ物を取る事が出来ないと聞いておりますが、日本

の食事を見ると、残している方も居るし、美味しい物

が食べられて、何て日本は幸せなのかなと思います。 

こういう人達を約 120 万人、3500 以上のクラブの

ロータリアン達が活躍し、それぞれの地域で草の根活

動をしながら世界に友情の輪を広げています。 

「課題」を「機会」ととらえるのがロータリー流の

発想です。 

雇用されているにもかかわらず、1 日わずか 1 ドル

90 セント(約 220 円)で暮らしている人の数は、世界で

約 8 億人おります。我クラブもお金のかかる事は沢山

ありますが、今後とも可能な限り御協力の程よろしく

お願いして会長の挨拶に代えさせて頂きます。 

 来賓挨拶  第 4Gガバナー補佐  中島 一成様 

皆様こんにちは、この度、ガバナ

ー補佐を拝命致しました中島でござ

います。これから 1 年間皆様の中に

入って上手く仕事ができるかどうか

不安であります。しかし、ガバナー

補佐という名前のもとにお仕事をさせて頂きますと、

非常に親密になれる、仲良くなれる、そして第 4G の

中で話が通り易くなると感じます。私自身の力ではな

く皆様のご支援を頂く事が、本当に力になるなと思い

ながら毎日を過ごさせて頂いております。 

1 年間交換留学生を真岡の皆様にお預かり頂く事に

なりました。フランスからの留学生です。真岡の皆様

宜しくお願い致します。太城ガバナーも鈴木先生も皆

さん大変喜んでおります。しもつけが何かをやらかす

のではないかと非常に心配なさっていたようですが、

真岡の皆様にお助けを頂きまして感謝を申し上げて

おります。 

それから、私自身最初何をするかと考えた時に私の

仕事はガバナー事務所と皆様の間に立っていろいろ

な事や話をきちんと繋いで、楽しいロータリーと言う

形で 1 年間過ごす事が出来れば良いかなと、上手く出

来るか出来ないかは別として、皆様のお役に立って行

きたいなと思っております。 

MU会場案内 
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それから、もう１つは IM の事ですけれども IM は

来年 3 月 25 日に実行しようと考えております。それ

から IM の時のゴルフですが 4 月 15 日、一寸間が空

きますが、今の所その様に考えております。これはま

だ、第 4G の中で決まった訳ではなく、私自身の決定

ですので、これを押し付けて行こうかと考えておりま

す。どうか宜しくお願い致します。 

何分話が不得手で皆様には物足りないかと思いま

すが、どうかご指導ご鞭撻お願いを申し上げましてご

挨拶とさせて頂きます。有難うございました。 

しもつけ RC 会長  上野 秀雄様 

皆さんこんにちは。第 22 代のし

もつけRC会長を再び仰せ付かりま

した上野です。1 年間よろしくお願

い致します。 

私ども 22 代と若いのですが、そ

の反面歳を取っております。皆様にご面倒見て頂きな

がら楽しく 1年間を皆様と共に過ごして行きたいと思

います。宜しくお願いします。 

 皆出席表彰  前年度出席委員長 淡路 晃 君 

プレゼンター 前年度会長 宇賀神裕一君 

同幹事 市村 忠男君 

 

 

 

 39 年 岡部貞一郎君 

 36 年 杉村 久夫君 

 25 年 福原 一郎君 

 23 年 篠原 宜之君 

 20 年 石田 順一君､辻 達男君  

 17 年 岡本 俊夫君 

 15 年 広瀬 紀夫君 

 13 年 海老原 均君 

 10 年 久保 康夫君 

  9 年 金子 正男君 

  8 年 宇賀神裕一君 

  7 年 三澤 幸光君 

  6 年 豊田 光弘君 

中川 宏行君､大越 正和君 

石塚 龍夫君､大瀧 和弘君 

  5 年 市村 忠男君 

大堀 文雄君 

  4 年 栁田 尚宏君 

  3 年 太田 浩彰君 

岡本 佳男君 

  2 年 野澤 巧 君､見目 良一君､馬場 照夫君 

柳澤 正弘君､渡邉 佳寛君 

  1 年 仲野 新吾君 

 謝辞     岡部貞一郎君 

御指名ですのでご挨拶申し上げ

ます。皆出席を頂いた皆様、本当に

おめでとうございます。これは健康

でなければ出席できないので、健康

の有り難さを噛み締めて頂きたい

と思います。私も皆様方のご支援を頂きながら何とか

ここまで参りました。本当に有難う御座いました。宜

しく今後もお願いしたいと思います。 

 幹事報告      石塚  龍夫  君 

中島ガバナー補佐より、次年度ガバナー補佐推薦の

依頼が来ております。本日例会終了後 PP 会議を開催

させて頂きます。宜しくお願いします。 

7 月 26 日に第 4 グループ会長幹

事会があります。 

7 月 23 日に 1 年交換留学生のホ

ストファミリー研修会があります

ので、会長･幹事･カウンセラー･ホ

ストファミリーご夫妻で参加してまいります。 

8 月 6 日に米山記念奨学会委員会、クラブ米山委員

長、カウンセラー合同研修会。辻 PP お願い致します。 

2018-19年度交換留学生募集要項が地区から届いて

おります。地区内の高校に郵送させて頂きました。留

学生を受けて頂ける真岡女子高校には、直接、連絡し

ましたところ、早速担当の先生から詳しい質問が来て

おります。例えば面接は英語で全部するのか？試験は

五教科でやるのか一般問題でやるのか？この件に関

しては、地区役員に確認中です。希望者がいたら是非

ともお願いしたいとの回答を頂いております。 

8 月 24 日に地区親善野球大会代表者会議が行われ

ます。杉田キャプテン、宜しくお願いします。 

ロータリーではないのですが真岡商工会議所会員

ゴルフ大会が 10 月 13 日金曜日にあります。篠原 PP

が会頭で岡本 PP が副会頭でございます。また、競技

委員長は斉藤敏彦会員でございますので奮ってご参

加下さい。よろしくお願い致します。 

 委員会報告      太田 浩彰君 

皆様のお手元にお配りしましたが、

7 月 30 日リス村に於いて音楽フェス

ティバル、リスフェスを開催します。

昨年も開催して大勢の皆様に来ていた

だき有難う御座いました。また今年も

開催させて頂きますのでぜひ来ていた

だき、1 日音楽を聴きながら、お酒を飲みながら、楽

しい時間を過ごせたら良いなと思っております。是非

とも参加の程、宜しくお願い致します。 

野球部 仲野 新吾君 

先月、野球部で甲子園に行かせて

頂き、その時のパネルが出来上がり

ました。ご希望の

方は事務局に申

込用紙等置いて

あります。大体 5000 円未満なので

参加した方は是非ともご購入下さ

い。 

会報委員会 小林勇一郎君 

本日会報用のファイルとガバナー

月信用のファイルをお配りしまし

た。今回、先週の例会の会報が出来

上がっておりますが、テーブルには

配って御座いません。会報を印刷物

で必要な方と必要でない方に分けましたので、今年度



からは印刷物として必要な方の会報はクラブ室の各

自のポストに配布して御座います。例会場に入る前に

クラブ室にお寄りいただき、名札と会報等をお持ち頂

ければと思います。また、今年度から会報は 4ページ、

用紙 2 枚に纏め、1 ページ目はカラーで 2 ページ目以

降は白黒とさせて頂きます。4 ページとする事で内容

濃く編集していきたいと思いますのでどうぞよろし

くお願い致します。 

 五大委員長方針発表 

❤ 会員組織委員会  広瀬 紀夫君 

会員増強委員会、会員選考委員会、

職業分類委員会、ロータリー情報委

員会の 4 つの委員会で構成してあ

ります。 

第一回のクラブ協議会で会長方

針を聞き、その後、6 月 19 日に各委員会の委員長と会

長･幹事に集まってもらい会議を行い、意見交換をし

ました。この中の話を紹介し、希望を述べ方針とさせ

て頂きます。 

・会員増強委員会  

60周年を 60人の会員で迎えると言う大きな目標

に対し、実際に候補者の名前が出ておりましたが、

真剣に取り組まなくては 10 名の会員増は難しい

だろう。 

・会員選考委員会 

会員を増やせば良いと言う物でも無いだろう。増

強は大事だが質も大事。クラブ細則通りの手続き

が大切。 

・職業分類委員会 

未充填をなくすのも必要だが、あまりこだわらず、

同業類も認められているのでその様な人も誘っ

たら良いだろう。 

・ロータリー情報委員会 

オリエンテーションで新入会員に一番初めに会

うロータリアンとして、できるだけ早く会になじ

めるように指導する。 

❤ R 財団･米山記念奨学会委員会  野澤 巧 君 

ロータリー財団委員会、米山記念

奨学会委員会、共に意義ある委員会

でございます。本年度も活動内容を

明確に表し、会員皆様方に深い理解

とご協力を頂きながら両委員長と

ともに協力しあい、進めて参りたいと思っております。 

・ロータリー財団委員会 

会員の健康状態を改善し、教育への支援を高め、

貧困を救済し、世界理解、親善、平和を達成する

ことを使命としています。 

本年度の地区目標は一人当たり 150 ドル寄付達

成のため、ご理解とご協力をお願いしたいと思っ

ております。 

・ロータリー米山記念奨学委員会 

国際奨学事業(日本で学ぶ外国人留学生への支援) 

将来のリーダー育成のため、一人当たり18,000円

の支援をお願いしたいと思っております。 

月初例会時、「米山ボックス」での小銭募金にも、

重ねて皆様方のご協力をお願い申し上げます。 

❤ クラブ管理運営委員会 久保 康夫君 

活力のある、クラブ特性と地域

性を活かした元気なクラブ、寛容

の精神でお互いの尊厳をあるがま

まに認めあい、他人の為に尽くす、

超我の奉仕に結束して活動する。 

・親睦活動委員会 

納涼家族例会、忘年クリスマス例会、誕生日結婚

記念日祝い、斗六 RC 公式訪問と JV で家族親睦

旅行を行います。また、SAA と協力して指定席例

会を励行し会員相互の親睦、特に古い会員と新し

い会員との充実を図ります。 

・プログラム委員会 

通常の外部卓話に加え会員の近況報告をミニ卓

話として取り入れていきます。 

・出席委員会 

出席率を保つと共に無断欠席による食事の無駄

を無くすよう努めます。 

・スマイル委員会 

皆様に戴いた文章を一言一句正確に伝えていき

たいと思います。 

 スマイルボックス報告    平石 典嗣君 
中島 一成様 第 4Gガバナー補佐 

 本日はお世話になります。 

一年間宜しくお願い致しま

す。 

公文 初江様 第 4Gガバナー補佐事務局 

 お世話になります。 

ガバナー補佐事務局を務め

ることになりました。1 年間

よろしくお願い致します。 

上野 秀雄様 しもつけ RC 会長 

 真岡 RC の皆様、今年度も宜しくお願いしま

す。幹事さん共々一年間よろしく。 

谷中 好江様 しもつけ RC 幹事 

 今年一年間宜しくお願い致します。 

金子 正男君 第 4 グループガバナー補佐中島一成様、事務

局長小島節夫様、事務局公文初江様、しもつけ

RC 会長上野秀雄様、幹事谷中好江様、ようこ

そいらっしゃいました。ごゆっくりして行っ

て下さい。 

皆出席表彰ありがとうございます。 

五大委員長方針発表、広瀬委員長、野澤委員長、

久保委員長、じっくり聞かせて下さい。 

石塚 龍夫君 中島ガバナー補佐、上野会長はじめしもつけ

RC の皆様、ご来訪誠にありがとうございます。

1 年間ご指導の程宜しくお願い申し上げます。 

久保 康夫君 しもつけ RC の皆様、ようこそ！今年度も次年

度もよろしくお願い致します。 

五大委員長発表お疲れ様です。というか？ボ

クもやるのかな？ 

皆出席 10年ありがとうございます。 

杉村 久夫君 皆出席表彰有り難う御座います。何とか 39 年

病気せずすみました。 

岡部貞一郎君 39 回の皆出席を頂いて皆様のお蔭と感謝。 

篠原 宜之君 皆出席表彰ありがとうございます。柳澤副委

員長のお陰です。 

しもつけクラブの皆様ようこそ。楽しんでお

帰り下さい。 

岡本 俊夫君 しもつけ RC の皆様ようこそ‼公文さん先日は



ありがとう。 

五大委員長、思いの程を拝聴致します。有言実

行を期待します。 

福原 一郎君 ガバナー補佐中島様をはじめ、しもつけロー

タリーの皆様ようこそおこし下さいました。 

25 年の皆出席表彰をいただきありがとうござ

います。健康に感謝！感謝！です。 

辻 達男 君 皆出席表彰、ありがとうございました。 

テレビを見てましたら、杉本プロのゴルフレ

ッスン番組、生徒さんはなんと真岡クラブの

名手、野澤さん、久保さん、金子会長でした。

厳しいレッスンお疲れ様、ただ金子会長の立

派なおなか(腹)が少し気になりました。 

石田 順一君 しもつけクラブのみなさま、ようこそいらっ

しゃいました。歓迎申し上げます。 

又、皆出席をいただきましてありがとうござ

います。これからも、30 年・100 年と皆出席

ガンバリます。 

広瀬 紀夫君 しもつけ RCの皆様ようこそ。 

皆出席表彰ありがとうございます。 

海老原 均君 ガバナー補佐をはじめ事務局の皆様ようこそ、

しもつけ RC 会長幹事様ようこそ、ごゆるりと

おくつろぎ下さい。 

本日は、皆出席の祝いありがとうございます。 

宇賀神裕一君 中島ガバナー補佐はじめしもつけRCの皆様よ

うこそ。 

皆出席表彰を頂きありがとうございます。 

市村 忠男君 ガバナー補佐中島様、会長上野様、しもつけロ

ータリーの皆様、来訪ありがとうございます。

一年間よろしくお願いします。 

5 回目の皆出席表彰ありがとうございます。 

中川 宏行君 皆出席表彰ありがとうございます。 

大瀧 和弘君 6 年の皆出席賞をいただきました。 

これからもよろしくお願いいたします。 

見目 良一君 前回タイムアップでスマイルでのお願いがで

きませんでしたので再度入れさせて頂きます。

今回の斗六公式訪問は 11月 10日～13日に行

います。諸般の事情により 7/20 が締切りとな

っております。忙しい折ではございますが早

目のお返事を頂ければと思います。 

豊田 光弘君 ガバナー補佐中島様事務局長小島様事務局公

文様･しもつけ会長上野様幹事谷中様ご来訪

ありがとうございます。 

又、皆出席表彰をいただきありがとうござい

ます。今年度も頑張ります。 

川堀 哲男君 遅くなり申し訳ございません。 

金子会長､石塚幹事 1年間よろしくお願いしま

す。来年の今頃のお 2 人の体型はと思うと想

像いたします。体には気を付けて。 

栁田 尚宏君 先週は視察のため出席できず申し訳ありませ

んでした。 

私は今年度今日からのスタートです。1年間宜

しくお願いします。 

馬場 照夫君 あつい日が続きますが、健康に留意しましょ

う。 

皆出席表彰を賜りありがとうございます。 

宗像 拓 君 前回例会では誕生祝をいただきありがとうご

ざいました。本日仕事の都合で早退させてい

ただきます。申し訳ございません。 

仲野 新吾君 皆出席表彰おめでとうございます。 

しもつけ RC の皆様いらっしゃいませ‼ 楽し
んでいってください。 

今年度も生きている限り皆出席を目指し頑張

ります。 

菱沼 孝 君 緊張しておりますが、宜しくお願い致します。 

大堀 文雄君 皆出席表彰有り難う御在います。 

 スマイルボックス(7 月 13 日現在) 

前回までのスマイル繰越金 173,000 

会員 92,000 

ビジター 9,500 

本日のスマイル合計 101,500 

スマイル今期累計 274,500 

前回までの米山繰越金 7,699 

米山 0 

米山今期累計 7,699 

合計金額 282,199 

 プログラム委員会

   淡路 晃 君 

 出席委員会 

    馬場 照夫君 

本日の 

プログラム 

7/20 

五大委員長 

方針発表 

次回の 

プログラム 

7/27 

決算予算報告 

月間予定 

出席者     出席報告   出席委員会  馬場 照夫君 

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 13日 52 2 - 49 1 2 96.23 

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。 


