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 会長挨拶  会 長 金子  正男  君 

皆さんこんにちは。いよいよ

梅雨も明けて、夏本番。うちの

８５歳の母なのですが、いつも

風呂に入ると、後から入った私

が入れません。４４～４５℃く

らいの風呂に入っているんですかね。体温調整ができ

ないというのか、ちょっと心配なところもあるんです

けれども、皆さんそのようなことの無いように、自分

の体調管理には十分気をつけて暑い夏を乗り切って

ほしいと思います。 

さて、今年度が始まりまして、スポンサークラブの

宇都宮 RC から始まり、しもつけ RC、真岡西 RC、益

子 RC と、例会に出席しまして、石塚幹事とともに挨

拶を終えてまいりました。各クラブを巡って感じたこ

とは、改めて「真岡クラブが歴史と伝統がある素晴ら

しいクラブなんだな」ということで、身が引き締まる

思いでございます。この先やっていくのも心配になっ

たんですけれども、「動く人間コンピューターと言わ

れる石塚幹事がいるから大丈夫だ」と思う次第でござ

います。 

今日は５分話せと言われておりますけれども、倒れ

てしましますので、終わったら終わりにします。会報、

スマイル日記、現況報告書、全てにおいて表紙にこの

写真が入るようになっております。そこで、この写真

について、ちょっと触れたいと思います。この写真は、

今年の５月、親睦家族旅行の２日目に行きました松島

での出来事でした。数名の方が瑞巌寺に行き、その後、

円通院という寺を巡りました。そこにとても素晴らし

い京都風の庭があったんですね。私も妻同行で行きま

したので、一緒に散策というか庭園を見て歩いていた

ところ、会報委員長の小林君がこの写真を撮り、後に

見せてくれたんですね。この素晴らしい風景の中、丸

い切り抜かれた先をジーと見ていただくと、その中に

「愛」が感じられるんですね。これが、私の今年のテ

ーマでもあります「愛」なんです。というのも、よく

見えないんですけど、葉の陰に私と妻が手をつないで

歩いているんですね（笑）。手はつないでないかもし

れないのですが、そのようなことから、この素晴らし

い写真を見て「よし、これでいこう」と決定しました。

ですから、２年後、３年後、４年後、この会報、日記、

諸々を見たときに、「あっ、これが金子・石塚年度の

時のものだったんだな」と思い出していただければあ

りがたいと思います。まだ、時間はたっぷりあるよう

なので、親睦家族旅行の時に伝説になっている事をお

話しします。松島で、この写真を撮った後の出来事で

した。お昼の時間に食べ放題というのがございました。

海鮮料理を選んだ方はシンプルな真面目な方で、私を

含め食べ放題を選んだ方は卑しい方ばかりでした。私

は、一皿１２～１３個入った牡蠣を３皿食べて、もう

このお腹が一杯でした。でも、岡本パスト会長は、４

皿食べて、さらに「もう一皿食べようか、いやでも止

めよう」みたいな感じで帰って行かれました。なんて

いう人なのだと思いました。あれ、(ご本人は)いない

んですか？一言岡本パスト会長から「おーい」とヤジ

が入るのを待っていたんですが（笑）、さっきいらっ

しゃったので・・・。 

また、この後、五大委員長である頼近委員長、石川

委員長が方針発表ということで、素晴らしい方針が発

表されると思いますので、長々話をしていると怒られ

ますので、この辺で止めますが、来月からは会員増強

月間ということで、地区のほうから資料が届いており

ますが、１年で５１名を増強した実例が載っておるの

ですが、これを見た岡本パスト会長は、４ページくら
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い見て止めました。年配の方には失礼なことが書いて

ある気がしましたので、敢えてこの資料には触れませ

んでした。そういうことで、来月は大越委員長の出番

ということで、よろしくお願いしまして、会長挨拶に

代えさせていただきます。ありがとうございました。 

 幹事報告           石塚 龍夫 君 

 それでは幹事報告に入らせて

いただきます。本日臨時理事会

が行われました。その報告をさ

せていただきます。まず初めに、

次年度ガバナー補佐の選考につ

きまして、本日の理事会で、石田順一ファスト会長の

推薦を決定させていただきました。よろしくお願いい

たします。 

 次に、本年度の予算書で若干手違いがございまして、

委員会費のモレがございました。周年委員会に３万円

の予算を計上いたします。支出合計は予備費で調整し

ますので変わらずでございます。それと委員会の名称

が今年度より変わっている委員会、情報委員会が公共

イメージ委員会、クラブ奉仕委員会がクラブ管理運営

委員会、前回の理事会での表記が間違っておりました

ので訂正させていただき承認いただきました。 

 続きまして、新入会員の申込みがございました。理

事会で受け付けましたということでございます。これ

から会員の皆様にご通知申し上げまして、同意をいた

だく手続きをとらせていただきますが、申込みを理事

会にて受理させていただきました。芳賀赤十字病院の

院長であります安田是和（やすだ よしかず）様であ

ります。当クラブとしましても、長年の夢であります

ドクターはここ十年来おりませんでした。職業分類が

一つ埋まるということだと思いますので、よろしくお

願いいたします。 

 報告になりますが、2019 年、2020 年の 2550 地区

ガバナーﾉミニーの決定宣言が地区よりなされました。

栃木ロータリークラブ所属川崎幸雄様でございます。

医療器具の販売を行う㈱タスクの代表取締役社長と

いうことですが、ガバナー予定者ということで決定し

たということでございます。 

 それと、財団の地区補助金の申請をしておりました

が、決定され、決定通知が届いております。2,260 米

ドルですが、これは実際に振り込まれるときの為替レ

ートとなりますが、今月は 111 円ですので、25 万円

くらいですか。というわけで、老人身障スポーツ大会

の補助金が決定しました。 

 また、北九州の災害に際しまして、地区のほうから

義援金の要請が来ております。当地区におきましても

県南小山地区の災害では多くの他地区、皆様からの義

援金をいただいております。目安といたしましては、

会員お一人様千円以上お願いできればと思います。募

集受付期限が 8 月 8 日となっておりますので、後ろに

義援金箱を用意しております。今週、来週、再来週と

３回例会がございますので、千円以上お願いできれば

と思います。以上でございます。 

 委員会報告    親睦委員会  坂本 光 君 

今年度親睦委員会の坂本です。新入会員の歓迎会を

７月２７日に開催します。藤村会員、菱沼会員の歓迎

会を「さなえ」にて午後６時３０

分から会費 5,000 円で行います。

後日 FAX をお送りしますので、

是非ご参加のほどよろしくお願

いします。以上です。 

会員増強委員会 大越正和 君 

会員増強委員長の大越です。先

ほど石塚幹事のほうから安田委

員長の申し込みが理事会で受理

されたということですが、入会の

お願いにお伺いした時に、真岡日

赤病院後援会入会について改めてお願いされまして、

「当ロータリークラブは５３名おりますから５３名

分入会申込書をお持ちします」と言ってしまったため

に大変困っております。入られていない方は是非ご協

力をお願いします。以上でございます。 

姉妹クラブ委員会 代行 石塚龍夫 君 

見目委員長から、つい５分前に

電話があり、「ちょっと言ってく

れ、欠席申し訳ない」と言われま

したのでお伝えします。斗六公式

訪問の募集を行っておりますが

本日が締切日となっております。申込みいただいてい

る会員の皆様は早急にパスポートのコピーを事務局

あてに FAX いただければと思います。とりあえず今

のところ、２９名と聞いております。まだ大丈夫です

ので、今からでもお申込みいただける方はよろしくお

願いします。以上でございます。 

◆五大委員長方針   公共ｲﾒｰｼﾞ委員会 頼近 龍 君 

皆さんこんにちは。今年度よ

り情報委員会を改め、公共イメ

ージ委員会委員長を務めさせ

ていただきます頼近です。金子

会長の強引な押しに寄り切ら

れ、ある空港で「やってくれないか」と突然に言われ、

なかなか断ることもできず、委員長をお受けすること

にいたしました。会員の皆様、１年間ご指導ご協力の

ほどよろしくお願いします。 

当委員会は、齊藤委員長率いる広報委員会と、小林

委員長率いる会報委員会の２つの委員会で構成され

ています。頼もしい両委員長がおりますので、私は「任

せて安心」です。 

まず初めに、広報委員会の方針ですが、昨今 RI 主

導の IT 化に伴い、仕事量が激増しております。当ク

ラブでは４年前よりホームページを開設しておりま

す。毎週会報もアップされており、メンテナンスも充

実しておりますが、今年度はさらに磨きをかけて、会

報発行日前日にはアップできるように努力してまい

ります。しかしながら、ホームページの中の会員のご

意見・提言コーナーが昨年度は残念ながら投稿があり

ませんでした。今年度はより活発な意見交換が出来ま

すようにご協力をお願いします。ホームページへのア

クセスには ID、PW が必要です。 

また、１昨年よりフェイスブックにも投稿を開始し

ました。昨年度は、広報委員長だった小林さんが、例



会の模様を毎回フェイスブックにアップしてくれま

した。今年度も継続していきたいと思います。そして、

マイロータリーの登録率も上げていかねばなりませ

ん。これらの業務は日々継続して行っていきます。そ

して、ロータリーの友への投稿ですが、昨年度は斗六

公式訪問、１昨年が真岡市老人身障スポーツ大会でし

た。今年度は、サッカー大会か海外クラブとの交流あ

たりで投稿を目指そうと思います。広報委員会の皆様、

本当にご苦労様です。でも、ご安心ください。活力あ

る齊藤委員長がおります。「任せて安心」です。 

続きまして、会報委員会の方針に入ります。手作り

会報に移行して４年目に入ります。これまでの会報委

員会の皆様のご尽力に敬意を表します。大変ご苦労様

でした。今年度は、さらに磨きをかけて取組んでまい

ります。また、会報発行費用の削減にも少し取り組み

ます。石塚幹事には申し訳ないですが、今年度会報は

２枚裏表の４ページとし、カラーはトップページのみ。

２ページ以降はモノクロとします。また、「会報はホ

ームページからダウンロードします」と宣言された会

員には紙での配布はいたしません。したがって、会報

はメールボックスにポスティングさせていただき、例

会時のテーブルには配布いたしません。これによって、

概算ですが、年間６万円以上の経費削減になると思わ

れます。しかしこれは、例会開始前にホームページに

（前回の会報を）アップすることが求められます。会

報委員会の皆さんの頑張りに期待いたします。 

つい最近、あちこちを歩いてきました。ロータリー

がどういう組織かわかっていない人が多い。その中の

一つにポリオへの取組みなどがあります。知られてい

ない。これから広い範囲で会員を募っていきたいと思

います。台湾実家近くの運動公園にベンチがあります。

ロータリーのマークがついています。また、シドニー

に行った時、ロータリーマークの入った案内板が観光

地にあります。国立公園の中です。案内板には献金箱

がついています。そこにはこう書いてあります。あな

たの寛大な行為がロータリーの仕事を手助けしてく

れます。この献金箱への寄付が以下の事業を支えてく

れます。世界規模のポリオの根絶。（この取組みは）

ほとんどの人知らない。次に、地方の若者たちに機会

を与えること。地方病院のボランティアスタッフの支

援。最後は、お年寄りや恵まれない人々へのクリスマ

スディナの支援。真岡新聞と下野新聞への広告ですが、

電話番号やホームページのアドレスを記載し会員の

言葉も入れて、会員増強の助けになればよいと思いま

す。１年間よろしくお願いします。是非ご協力をお願

いします。以上でございます。 

奉仕プロジェクト委員会 石川久雄 君 

皆さんこんにちは。今年度奉

仕プロジェクト委員会委員長を

務めさせていただきます石川で

す。会員の皆様、１年間ご協力

のほど、よろしくお願いします。

口がかみそうです(笑)。 

当委員会は、ロータリー活動の根本である幅広い奉

仕活動を担っております。今年度金子正男会長のクラ

ブ方針重点目標が４つ掲げられておりますが、うち３

つが当委員会に託されております。 

まず初めに、国際奉仕委員会の方針ですが、重点目

標の１つ「海外クラブとの交流の活性化」を進めてま

いります。広瀬会長年度に、フィリピンレイテ島タク

ロバンの台風被害の折、義援金を現地まで届けていた

だきましたが、そのプリランダイヤモンドＲＣとの交

流を継続してまいります。１昨年、昨年と広瀬ＰＰを

団長に、当時の御礼かたがた訪問しておりますが、今

年度は１歩進めて、現地での国際奉仕活動が可能かど

うか、８月に渡邉国際奉仕委員長を筆頭に５名で現地

調査を予定しております。昨年訪問した折に、グロー

バル補助金を使った事業プランの説明を受けました

が、どうやら難航している模様です。プリラン市内の

小学校のトイレや飲料水等のインフラ状況を視察し、

いきなりグローバル補助金事業といかなくても、小さ

なことからでも何か奉仕活動が出来ないか考えてみ

たいと思います。 

また今年度は、１年交換学生、レナ・マニエレさん

をフランスからお預かりします。渡邉委員長がホスト

ファミリーとしてお預かりいただくことになります。

レナさんにとりましても、我々真岡ＲＣ会員にとりま

しても有意義な１年になりますよう努力してまいり

ます。 

次に、職業奉仕委員会ですが、こちらも重点目標の

１つ「クラブ内職業奉仕活動の充実」を実現すべく、

川堀委員長発案の月初例会における「会員の職業 PR

３分間スピーチ」を実践してまいります。昨今、新し

い会員が増えてまいりましたが、お互いの仕事の具体

的な内容をあまり理解していないと思われます。自分

の会社でモノを買うとき、何か設備するとき、会員同

士で仕事が成り立つならば、それに越したことはない

と考えます。押し売りはいけませんが、スマートに

PR する機会を設けようと思います。 

続いて社会奉仕委員会ですが、こちらも重点目標

「社会奉仕事業の積極参加」を掲げております。メイ

ン事業は恒例の「真岡市老人身障スポーツ大会」にな

ります。今年度も柳田委員長の素早い対応により、地

区補助金の決定通知書が先週届きました。補助金額は、

2,280 米ドル（日本円で約 253,000 円）です。この事

業は、当初、単年度事業としてスタートしましたが、

老人身障者のあの笑顔を見たら止める訳にはいきま

せん。今年度も全会員参加でお願いいたします。 

また今年度は、地区より「会員１人当たり１本の植

樹を！」と案内が届いています。現在、植樹場所を検

討中ですが、取組んでいければと考えております。そ

の他、地域清掃活動も柳田委員長が思案中です。 

次に、青少年奉仕委員会ですが、恒例の真岡ロータ

リー杯サッカー大会、同じくバレーボール大会がメイ

ン事業になります。例年開会式には多数の会員の参加

をいただいておりますが、残念ながら肝心の表彰式に

は参加が少なくなってしまいます。今年度は坂本委員

長肝いりで各会場配置表を作成しております。多くの

会員の皆さんのご協力をお願いします。 

最後に、姉妹クラブ委員会の方針ですが、今年度は、

１１月１０日金曜日から家族親睦旅行を兼ねまして、

３泊４日の斗六公式訪問を見目委員長が企画してお



ります。６月末には金子会長と石塚幹事が斗六 RC に

打合せに行き、今月の理事会で正式決定しております。

本日申込み締め切りとなりますが、総勢２９名の申込

みをいただいているようです。今回は、３４年前に姉

妹クラブ締結を記念して植樹された３本の締結記念

樹を見てこようと思ってます。また、交換学生のレナ

さんも連れて行く予定です。楽しい公式訪問になれば

と思います。 

以上、盛りだくさんの事業となりますが、会長テー

マ「ロータリー愛」を実感できる１年にしたいと思い

ますので、会員皆様のご協力をよろしくお願いします。 

 スマイルボックス報告    大森貴之 君 

金子正男君 頼近、石川両五

大委員長方針発

表よろしくお願

いいたします。

先日は篠原泉パ

スト会長、岡本

パスト会長、大越増強委員長、大変ご苦

労様でした。幹事ともども同行させてい

ただき感無量です。 

石塚龍夫君 本日臨時理事会におきまして新入会員

芳賀日赤病院長安田様の入会申込みを

受付承認いただきました。この後会員

の皆様の同意をいただき、手続きを進

めてまいります。篠原泉 PP、岡本 PP、

大越増強委員長ご尽力誠にありがとう

ございます。 

久保康夫君 暑中お見舞い申し上げます。金子・石塚

年度の順調なスタート、誠におめでとう

ございます。私も前の席にやっと慣れて

きました。 

岡本俊夫君 金子・石塚年度、幸先良い増強でのスタ

ート、おめでとうございます。有言実行

ヤル気に敬服いたします。本日所用にて

例会欠席となります。なお、事前メーク

済です、悪しからず。 

野澤 巧君 皆様方のご協力により五大委員長発表

が出来ましたこと誠にありがとうござ

います。本日は頼近さん石川さん大変に

ご苦労様です。よろしくお願い申し上げ

ます。 

久保賢司君 お暑うございます。皆様お体をご自愛下

さい。 

頼近 龍君 本日五大委員長の一人のメンバーで発

表させていただきます。よろしくお願い

します。 

渡邉佳寛君 金子・石塚年度の順調なすべり出し誠に

おめでとうございます。 

青木圭太君 本日は初司会担当させていただきます。

やさしく見守って下さい。 

菱沼 孝君 昨日の真岡高校野球部の全校生徒応援

に感動しました。母校愛があるようにロ

ータリー愛をもって頑張ろうと思いま

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。 

 スマイルボックス(7 月 20 日現在) 

前回までのスマイル繰越金 268,500 

会員 0 

ビジター 0 

本日のスマイル合計 31,000 

スマイル今期累計 299,500 

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 307,199 

 プログラム委員会 柳澤正弘 君 

◆出席委員会 

馬場照夫 君 

本日の 

プログラム 
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決算予算報告 

次回の 

プログラム 
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月初例会 

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 7月 6日 52 0 2 49 1 2 96.23 

本 日 7月 20日 52 4 - 44 1 5 90.57 

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。 


