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 会長挨拶  会 長 金子 正男 君 

皆さんこんにちは。ようやく 7

月が終わろうとしており、1/12

ヶ月が経ちほっとしているのが

心境です。残り 11/12ヶ月頑張り

ますので皆様ご協力お願いいたします。 

過日 7 月 23 日に宇都宮グランドホテルに於きまし

て 1年交換学生の研修会に行ってまいりました。ホス

トファミリーの渡邉会員ご夫妻、青少年奉仕委員会の

平石会員、石塚幹事、私の5名で行ってまいりました。

交換学生の派遣体験を聞き大変勉強になりました。最

後に質疑応答があり、ホストファミリーの渡邉会員ご

夫妻が矢継ぎ早に質問を投げかけておりまして、他の

会員は圧倒され「シーン」と静まり返っておりました。

交換学生の受け入れにつきましては、渡邉会員は勿論

のこと、他の会員の皆様におかれましても 1年間ご協

力をお願いいたします。 

昨夜は第 4グループ会長幹事会が石橋で開催され参

加してまいりました。地区のほうから、会員増強、イ

ンターシティーミーティングに関すること、その他

様々な決定事項がございましたので、後日皆様にもご

連絡がいくかと思われますのでよろしくお願いいた

します。 

さて来月 8月は会員増強月間でして、公文会員組織

委員会地区委員から、現在の会員増強と地区の状況に

ついていろいろな話がありました。真岡ロータリーク

ラブは会員増強については、地区の中でもかなり良い

位置にあると思っておりますので、このペースで更に

増強活動を続けていきたいと思っておりますのでご

協力をお願いいたします。 

本日のプログラムにはないのですが、突然ですがこ

こでサプライズとして、来月の会員増強月間に因み、

大越会員増強委員長に甲子園、高校野球の選手宣誓と

同じように、会員増強にあたっての意気込みと誓いを

話していただきたいと考えております。皆様少しの間

お時間を頂戴して大越委員長の決意表明をお聞きい

ただければと思います。それでは大越委員長よろしく

お願いいたします。 

会員増強委員会 大越 正和 君 

今年度会員増強委員長の大越

です。来月 8月は会員増強月間で

す。会員増強月間に因み 8 月 10

日の例会の卓話は 2550地区の会

員組織委員会地区委員でもあるしもつけロータリー

クラブの公文さんにお願いしてございます。 

今年度の金子会長の会員増強目標は10名以上です。

現在まで菱沼新会員、藤村新会員に加え、入会予定の

芳賀赤十字病院の安田病院長で 3名。それ以外に昨日



久保会長エレクト、大森会員、仲野会員と私でもう 1

名の方に入会申込書をいただいております。これらと

は別に会員増強委員会からあと 4名に声をかけていま

すが、現時点では大変難しい状況です。つきましては

会員の皆様 1 人 1 名以上の情報提供をいただければ、

金子会長が目標としている 10 名を達成できるものと

思っておりますので、皆様ご協力お願いいたします。 

 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。 

まず先日の九州大雨災害の義

援金ということで会員 1人 1,000

円以上のご協力をお願いいたします。地区の締め切り

が 8月 8日となっておりますので、来週まで義援金の

箱を置かせていただきますのでよろしくお願いいた

します。 

昨日第 4グループ会長幹事会がございました。その

中で今年度のインターシティーミーティングの日程

が平成 30 年 3 月 25 日日曜日に決まりました。第 4

グループ合同ゴルフコンペが益子カントリークラブ

に於いて平成 30年 4月 15日日曜日に決まりました。 

私が 9年前に真岡ロータリークラブに入会したとき

に「四つのテスト」、「ロータリーの綱領」、「職業奉仕

宣言」をいただきました。実は私はこれを額に入れて

自分の会社の事務所に飾ってあります。最近入会した

会員の方から、こういったものはいただいていないと

いう声が多かったため確認しましたら、在庫がないと

いうことでした。よって、今年度新たに作りました。

今年度入会されたお二方には既にお渡ししてありま

す。ないから欲しいという会員の方は私のほうにあり

ますのでお申し出ください。 

 親睦委員会   仲 野  新 吾  君 

親睦委員会の仲野です。本日

18時 30分より真岡市八篠の「ク

ラブさなえ」で藤村新会員、菱沼

新会員の歓迎会を開催します。会費 5,000円で行いま

す。是非ご参加のほどよろしくお願いします。それか

ら第 34 回全国ロータリークラブ野球大会の額縁購入

について、そろそろ締め切りたいと思いますので購入

希望者は私か杉田会員にお申し出ください。 

     柳 田  耕 太  君 

真岡ロータリークラブ会員の活

躍のお姿についてご報告をさせて

頂きます。 

先月東京浅草両国橋界隈を闊歩

しておりました。そこである居酒屋に入りました。そ

こには数多くの日本を代表するお酒が置いてありま

して、値段は一合 1,200円から 1,500円です。そこに

なんと「辻善兵衛商店」のお酒がありました。 

また、那須で最も高級な会員制の「二期倶楽部」と

いうリゾート施設があるのですが、ここは皇室御用達

でもありまして、ここで出されたお酒がブルーの瓶に

入りました「辻善兵衛商店」の大吟醸でした。総支配

人にお伺いしたところ、お出しするお酒はすべて日本

を代表するものを選んでおりますが、その中でも特に

ブルーの瓶の「辻善兵衛商店」の大吟醸はクオリティ

が高いので皆様にお勧めしておりますとのことでし

た。和食にも洋食にもどちらにでも合うので是非「二

期倶楽部」に飲みに来てくださいとのことでした。 

私は初めてブルーの瓶の「辻善兵衛商店」の大吟醸

を見ましたので、今度はこれが大前神社のほうに奉納

があるのではないかと思っております。 

 決算報告  前年度幹事  市村  忠男  君 

前年度幹事と呼ばれるようにな

って本当にほっとしているという

状況です。久しぶりに壇上で報告

するという事で取り留めのない、

纏まりのない決算報告になるかもしれませんけれど

も、不明点があればご質問いただきお答えできるよう

にしたいと思います。 

7 月 25 日に決算含めてすべての事業報告、定款、

細則、慶弔規定等私の所管している分野においては何

とか校正が出来上がりまして、今日現況報告書に掲載

する決算書が出来たところです。 

今日お手元に配布させていただきました 2016～

2017 年度決算書の中で主だったものをご報告させて

いただきます。 



一般会計収入項目の特別会費は、納涼家族例会と忘

年家族例会で会員ご家族分会費としていただいたも

のを収入に計上しました。義務登録費は随分増えてい

ますが、これは斗六市長歓迎例会費、サッカー広告費

をこちらに計上させていただいたためです。スマイル

収入は予算比大幅増となっていますが、これは予算 1

会員あたり 36,000 円を越える金額のスマイルを入れ

てくれている会員が沢山いらっしゃることと、今年度

幹事の意向によりスマイル収入を前年度繰越金含め

一般会計の収入項目に全額計上したことが要因です。 

一般会計支出項目は例会費が予算比増加していま

すが、これは斗六市長歓迎例会関連費用がほとんどで

す。委員会費の増加は、親睦活動委員会の増加がほと

んどで、これはそもそも初めからやむなく少ない、足

りない予算編成を行っているためです。奉仕活動費の

増加は老人身障合同スポーツ大会共催による社会奉

仕委員会活動費増加等によるものです。補助金をいた

だいても足りなかったというのは今年が初めてだっ

たと思います。 

最後の会計監査のなかで田崎会員から、「沢山の次

年度繰越金が残るということは、会員が余分なお金を

負担しているということにならないですか」と質問が

ありました。表面的には数字の上ではそういう形にな

りますが、実質的にはスマイル収入のなかで、予算１

会員あたり 36,000 円を越える金額のスマイルを入れ

てくれている会員が沢山いて、その収入でロータリー

クラブの会計が成り立っているのが現実ですと説明

し、田崎会員に了解をいただきました。 

以上の決算については 6月の理事会で承認いただい

ておりますので、現況報告書に掲載させていただきま

す。この決算報告で幹事が本当に終わったなという印

象です。1年間本当にありがとうございました。 

 予算報告  幹 事  石 塚  龍 夫  君 

本年度予算のご説明をさせてい

ただきます。 

私は数字というのはすべて意味

があるものだと常々考えておりま

して、今年度予算は金子会長の重点目標に従って予算

編成をしているつもりでございます。 

収入項目が前年度比で 160万円超、超過しておりま

す。これは今年度スタート時の会員数は52名ですが、

強気で会員数56名として予算編成しているためです。

1 年交換学生負担金収入が 60 万円位ありますので、

全体予算としては前年同様かなと見込んでおります。

この予算で一番の問題はスマイル収入繰入金を当て

ているという点でございます。よって今年度はスマイ

ル収入で何か他の事業をやろうとは一切考えており

ません。スマイルの収入＝本会計の収入項目です。そ

うしないと予算が組めないという現状ですのでご理

解ください。 

支出項目は 60周年を会員 60人で迎えるべく、重点

目標に対しては若干ではありますが増額をしており

ます。会員増強委員会は前年度比 5万円増の 15万円。

海外クラブとの交流活発化のため国際奉仕委員会は

前年度比 10万円増の 20万円。既に渡邉委員長他数名

が 8月に調査のためフィリピンに渡航いたします。し

かし、この予算増額分をきっちり消化してしまうと次

年度繰越金及び 60 周年事業積立金が枯渇してしまい

ますので、現実的には皆様からのスマイル収入頼みと

いうのが現状です。よってスマイルボックスの大堀委

員長の腕にかかっております。皆さんご協力お願いい

たします。 

 スマイルボックス報告  大 堀  文 雄  君 

金子 正男君 就任 1 ヶ月が過

ぎようとしてい

ます。来月は増

強月間です皆で

頑張りましょう！昨夜は久保エレク

ト、大越委員長、大森君、仲野君調

印式御苦労様でした。 

石塚 龍夫君 渡邉様、平石様ホストファミリー研

修会お疲れ様でした。もうすぐレナ

さんが来日します。8/16 にはプラカ

ードを作ってみんなで成田に迎えに

行きましょう。 

久保 康夫君 前年度市村幹事、本年度石塚幹事報

告ごくろう様です。昨夜、大越増強

委員長、大森会員、仲野会員と共に

入会申込書に 1 名サインを頂いて来

ました。無事の通過を願っています。 

岡本 俊夫君 小生も来月は古稀を迎える事になり

ます。実感の湧かない 70歳でありま

す。終活に入る迄、今しばらく宜し

くお願い申し上げます。 



宇賀神裕一君 2016～2017 年度決算無事終了しま

した。会員の皆様には改めまして御

礼申し上げます。市村前幹事報告宜

しくお願いします。 

大越 正和君 昨日は久保エレクト、大森会員、仲

野会員、会員増強にご協力頂き有難

うございました。お世話になりまし

た。 

久保 賢司君 真岡の夏祭りも無事終わり、私個人

としては 8月 15日青年部主催の「灯

ろう流し」に向けて一直線という感

じです。篠原宣之会頭、岡本副会頭

宜しく御願い致します。 

渡邉 佳寛君 今日は自治医大から直行でした。ま

だ肝臓は大丈夫です。ホストファミ

リーがんばります。 

平石 典嗣君 梅雨が明けたはずなのに梅雨空が続

きます。皆様体調管理にお気をつけ

下さい。 

 プログラム委員会  柳澤  正弘  君 

次回例会（8月 3日）は、月初

例会となります。誕生日祝、結

婚祝です。 

 出席委員会 

太田 浩彰 君 

 

 

 スマイルボックス(7月 27日現在) 

前回までのスマイル繰越金 299,500 

会員 22,000 

ビジター 0 

本日のスマイル合計 22,000 

スマイル今期累計 321,500 

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 329,199 

 

 

 

藤村さん、菱沼さん入会おめでとうございます。 

お二人ともカラオケがとーってもお上手でした。 

本日の 

プログラム 

8/3 

月初例会 

（誕生日祝、 

結婚祝） 

 

次回の 

プログラム 

8/10 

外部卓話 

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 7月 13日 52 2 1 49 1 1 98.11 

本 日 7月 27日 52 2 - 44 0 6 88.46 

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。 

新 入会員 歓迎会 

 


