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 会長挨拶  会 長 金子  正男  君 

皆さんこんにちは。挨拶の前

に悲しいお知らせをしなくて

はなりません。RI 会長エレク

トのサム・オオリオさんが、7

月お亡くなりになりました。こ

こで皆さんと供に黙祷をささげたいと思いますので

お願い致します。 

･･･ 黙祷 ･･･ 

サム・オオリオさんは合併症を患いまして入院して

お亡くなりになったそうです。ヨウェリ・ムセベニ 

ウガンダ大統領の命により国葬として 7月末に執り行

われたそうです。謹んでお悔やみ申し上げたいと思い

ます。 

それでは、本日のお客様のご紹介に入りたいと思い

ます。RI 第 2550 地区 第 4 グループガバナー補佐 

中島一成様。しもつけ RC 所属 第 2550 地区 地区

増強委員 公文初江様。公文様には後ほど卓話をいた

だきます。第 17 代しもつけ RC 会長として手腕を振

るわれ経験も豊富でございますので、素晴らしいアド

バイスをいただけるのではないかと期待しておりま

す。後ほど宜しくお願い致します。 

先日 8 月 6 日に RI 第 2550 地区米山奨学会委員会

クラブ米山委員長・カウンセラー合同研修会議が行わ

れました。出席して頂いた辻 PP、石塚幹事には休日

返上で大変ご苦労様でした。増強に関しましてガバナ

ーより「必ず」と言われておりますが、8 月第 2 週に

入りまして増強のほうも準備を進めて積み上げてい

ただいております。まだ公表は出来ませんが、3 名く

らい増強できるよう勧めていただいておりますので、

今後とも皆さんのご協力をお願い致します。昨夜、一

昨夜と固い握手を交わした方を新しいメンバーとし

て紹介できればいいなと、そう思う次第でございます。 

公文様には長く卓話を頂戴したいと思いますので、

私の挨拶はこの辺で簡単ですが、切り上げさせていた

だきます。ありがとうございました。 

 来賓挨拶 

2550 地区第 4 グループガバナー補佐 

  しもつけ RC 中島 一成 様 

皆さんこんにちは。ガバナー

補佐を担当しております中島

でございます。宜しくお願い致

します。今日は公文さんのお話

ということでございますので、

少しだけ話をさせていただこうと思います。今度の公

式訪問におきまして、今までは私自身もあまり経験が

ないのですがクラブ会員増強委員長さんに出席して

いただこうと。今まで出席された方はおそらくいない

のでは無いかと思います。これは単純に言うと会員を

集めてください。と、会員を集めるにはどうすれば良

いか。と、いうことだと思います。真岡 RC さんは大
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越さんが担当されているとご紹介を頂きました。真岡

RC さんは 4 名入会されたとか、10 名くらい増員され

たのではないか？と色んな噂が飛んでおりますが、是

非とも、より多く会員を集めていただければガバナー

補佐としては幸いでございます。以上で簡単でござい

ますが、ご挨拶と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 

1. 九州北部豪雨による義援金について 

今日が最終日でございま

す。昨日現在、26,000 円で

ございます。54,000 円に達

しない場合、会長が補填す

ることになります。皆様、

是非とも宜しくお願い致します。 

2. 例会変更のご案内 

真岡西 RC 8/15 特別休会、8/22 振替休会

→8/26家族納涼例会へ変更 

3. 真岡市民ゴルフ大会に合わせまして真岡RCゴル

フ大会の共同開催を予定しています。親睦委員会

より後ほど詳細のご案内がありますが、日程を先

にご案内いたします。9/29（金）でございます。 

4. フランス人交換留学生 レナさん 

8 月 16 日に成田空港に到着いたします。つき

ましては朝 6：00 商工会議所出発にてサロンバス

をチャーターしました。29 名乗りですが、現在 8

名のみです。ちなみに運転手は柳田社会奉仕委員

長でございます。お盆の最終日、何かとお忙しい

とは思いますが、もし行ける方がいれば私までご

連絡ください。 

5. 商工会議所 ゴルフ大会 

10 月 13 日に開催されます。こちらは真岡 RC

として直接の参加はございませんが、会頭、副会

頭、競技委員長も当クラブから出ておりますので、

積極的なご参加をよろしくお願い申し上げます。 

 卓話者紹介   大越 正和 君 
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 外部卓話 しもつけ RC 公文 初江 様 

ご紹介いただきありがとうございました。 

皆様、改めましてこんにちは。しもつけ RC 公文と

申します。地区会員組織委員会も昨年度は 5 名でした

が今年度は10名会員を増員し 15名でスタートいたし

ました。お役目で卓話にお伺いいたしました。よろし

くお願いいたします。 

真岡 RC 様は、ロータリーに

伝統と歴史がありクラブに訪

問するたび品位のある例会運

営に、ロータリーらしさを感じ

ております。 

会員増強など、常に満たされておりお話しすること

はございません。例会に伺うたびに会員同士に緊張感

がある雰囲気は、男性クラブの剛健さを感じさせてく

れます。 

第 4 グループでは、増強ができているのは現在、真

岡 RC さまのみです。太城ガバナー公式訪問にはバッ

チを付けて頂く方が 3-4名とガバナーへお知らせして

有ります。 

具体的に地区の方針は 40 歳未満の会員 50 名、女性

会員 50 名増強との目標です。第 4 グループでは 16 名

の新会員を迎え入れていただき、各クラブ 4 名の会員

増強をお願いされております。真岡クラブさまは 4 名

の新会員が決まったとのこと、羨ましい次第です。 

女性会員を募るロータリアンエレクト（女性限定）

のためのバレンタインコンサートの開催が企画され

ています。平成 30 年 2 月 14 日（水）ロータリアンの

中でバンドを結成されている方々による演奏コンサ

ートです。ロータリーをＰＲしてロータリーの素晴ら

しさを知ってもらい女性会員エレクトの参加を促す

活動です。 

今年に入って、地区も会員増強一色の気配になって

います。私も今までは余り増強に力を入れていなかっ

たような気がしています。それには理由があります。

ロータリーの例会に慣れてきた頃、友人に入会を勧め

に伺いました。その時の返事は「ロータリーはお金持

ちのクラブでしょ」と言われました。また、「上三川

で入会できる人が何人いると思っているの？」との言

葉でした。確かにお金がないと会費も払うことが出来

ませんが、そのストレートな言葉には正直ショックを

受けました。やはり、限定して勧誘に伺うには断られ

ても足を運ぶことでしょうか。・・・勇気のいる行動

ですね。私は足がすくんでしまって、それからは声を

掛けないようにしてしまっていました。その他にも

色々ありまして臆病になっている自分に情けなさを

感じています。このような問題は真岡さんにはござい

ますか？ございませんか？解決方法、アドバイス、増

強のコツなど教えていただきたいです。宜しくお願い

致します。 

私たち、しもつけ RC は女性 7 名と、和みのあるい

いクラブです。例会場に華がある気がしております。

細やかな気遣いなども女性のいるクラブだから出来



ることではないかと思います。寛容の精神を常にもっ

て、楽しく元気なしもつけＲＣを守り続けていかなく

てはなりません。女性もすこぶる元気です。年齢でい

いますと 85-86 歳の 2 名の会員さんがいますが、私よ

りもはるかに元気で楽しく例会に参加されています。 

しもつけＲＣでは昨年度 4 名の会員が退会され、1

名が入会されました。今迄は、退会者が出ませんでし

たが一気に会員減となり、全会員で真剣に会員増強に

取組む覚悟で特別増強委員会を立ち上げ、昨日会議を

行い、勧誘活動を始めました。 

今こそ、若い会員を仲間に迎え入れないと団塊の世

代に突入し、クラブの存続が危ぶまれる事態に陥って

しまうことが懸念されます。 

現在、しもつけ RC では若手 40 才代から 50 才代が

7 名のみ、残り 60 歳以上になります。今の状況を打破

するには、若手の会員を迎え入れることにつきます。

第 4 グループ会員一同、力を出し合い 16 名の増強を

達成できますよう、皆様のご協力とお力添えをお願い

致します。 

皆様には会員増強のお話をすごく期待されたよう

なご案内を頂きましたが、そういう訳で期待されるよ

うなお話ができなくて大変申し訳ございませんが、私

の話より実際に行動をとっていらっしゃる事が一番

良い事だと思っています。 

最後に私からお願いがございます。“女性を入れてく

ださい”とは申しません。女性の方で入会希望の方がお

出での時は、女性が入会しているクラブへ紹介をして

いただきたいと思います。どうぞ宜しくお願い致しま

す。お話しいただければ私共女性軍がお伺いしてお話

をさせていただきたいと思います。栃木県には女性経

営者が 3700 人ほどおいでになるとのことです。女性

社長さんの入会など頂ければ嬉しく思います。ご指導

のほど、宜しくお願い致します。 

9 月 13 日（水）にしもつけ RC に卓話をお願いして

おります。大越様より増強のお話しを頂けるとのこと、

とても楽しみにしております。増強での苦労話、体験

談などしもつけRC30名の会員がとても楽しみにして

おります。どうぞ宜しくお願い致します。今まであま

り、他のクラブへ参加したことがありませんでしたが、

これからは真岡 RCさんに月に一回くらいはお邪魔し

たいと思います。色々と学ばせて頂きたいことが沢山

ございます。今日はつたない話でしたが、どうもあり

がとうございました。 

 委員会報告   親睦委員会 岡本 佳男 君 

親睦委員会の岡本佳男でござ

います。納涼家族例会のご案内を

申し上げます。すでにファックス

等でお知らせを申し上げており

ますが、8 月 25 日金曜日 午後 6 時 30 分よりフォー

シーズン静風にて開催でございます。ただいま出欠を

取りまとめ中でございます。ご返答まだの方につきま

しては宜しくお願い致します。 

      姉妹クラブ委員会 見目 良一 君 

皆さんこんにちは。姉妹クラブ

委員会の見目でございます。斗六

公式訪問 11 月 10 日から 13 日ま

で。現在 33 名のご予約を承って

おります。誠にありがとうござい

ます。参加者のパスポートのコピーを早めに頂きたい

と思います。できれば今月中に頂ければと思います。

また 13 日の便が確定いたしました。16：20 分発・20：

30 着(予定)で確定しましたのでお伝えいたします。ま

た費用概算でございますが、一人 122,000 円ほどかか

る予定でございまして、シングルユースの方は

139,000 円ででておりますので宜しくお願い致します。 

 スマイルボックス報告  大森 貴之 君 

公文 初江様 お世話になりま

す。本日の卓話に

お伺い致しまし

た。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 中島様

ご苦労様です。本日は公文増強地区委

員の卓話拝聴させていただきます。 

昨夜、一昨夜と増強に関する夜間会合

に参加の皆さん、御苦労様でした。 

石塚 龍夫君 公文様、本日は会員増強卓話ありがと

うございます。中島ガバナー補佐、随

行ご苦労様です。会員の皆様、会員増

強宜しくお願いします。岡本ＰＰ、お

誕生日誠におめでとうございます。 

久保 康夫君 中島ガバナー補佐、公文地区組織委員

様、ようこそ！本日は勉強させて頂き

ます。 

暑い日が続きますが健康に気をつけ

て飲みすぎないよう、安田院長にお世

話にならないようにしましょう。 

杉村 久夫君 先週、誕生祝をいただきました。 

篠原 泉 君 しもつけ RC 中島 AG、公文様よう

こそ!!公文様には本日、卓話者として

ご苦労様です。近々、那珂川寿司でお

会いしましょう。拝聴出来ず失礼申し

上げます。 

岡本 俊夫君 本日は私のための例会を催して頂き

有難うございます。 

しもつけ RC 中島 AG、地区増強委

員 公文様ようこそ！公文様には卓

話ありがとうございます。 

本日欠席ですが、篠原泉様より古稀を

迎えた私に 3 ページにわたる今後の

指標を頂き感激しております。 

福原 一郎君 会員増強の大号令のなか、公文様には

大役をこなされていること感心致し



ます。本日はよろしくお願い申し上げ

ます。 

辻 達男 君 公文さん卓話ありがとうございます。

いつも若々しくパワフルなエネルギ

ーを頂いております。 

野沢 巧 君 公文さん、お忙しい中、大変御苦労様

です。益々お元気でなによりです。是

非、時間をつくってまたゴルフに行き

ましょう！秋になったらね！！ 

三澤 幸光君 今、藤井聡太四段の好影響で将棋ブー

ムになっています。真小、西小そして

市生涯学習課より依頼を受け「夏休み

子供将棋教室」を実施しています。子

供達が楽しそうに笑顔で参加してく

れていて、私自身も元気が出ます。 

大瀧 和弘君 今回初めて会報を担当いたしました。

小林委員長は後輩の面倒見が良い、と

ってもいい人でした。 

これからも、よろしくお願いします。 

大越 正和君 中島 AG、公文様いらっしゃいませ。

卓話宜しくお願い致します。 

見目 良一君 立秋も過ぎましたが、まだまだ暑い日

が続きそうです。夏バテしないように

上手にお盆休みを過ごしましょ。 

豊田 光弘君 公文様、会員増強についての卓話あり

がとうございます。しっかりと拝聴さ

せていただきます。 

中島ガバナー補佐 いらっしゃいま

せ。 

久保 賢司君 野沢巧会員！大和田産業団地のご契

約締結、誠におめでとうございます。

また、昨日は多大な御厚志感謝いた

します。 

岡本 PP、お誕生日おめでとうござい

ます。 

渡邉 佳寛君 中島ガバナー補佐、公文会員組織委員

ようこそいらっしゃいました。公文様、

卓話ありがたく拝聴します。 

田崎 義典君 公文初江様、ようこそお越し下さいま

した。本日の卓話、楽しみにしており

ます。 

作新学院 高校野球残念でした。甲子

園で勝つ難しさ、私も経験したので良

くわかります。 

安田 是和君 しもつけローターリークラブガバナ

ー補佐 中島様、公文様のご来訪を歓

迎申し上げます。 

 スマイルボックス(8 月 10 日現在) 

 プログラム委員会   🔶 出席委員会 

福原 一郎 君     太田 浩彰 君 

 

前回までのスマイル繰越金 423,500 

会員 43,000 

ビジター 5,000 

本日のスマイル合計 48,000 

スマイル今期累計 471,500 

前回までの米山繰越金 7,699 

米山 3,591 

米山今期累計 11,290 

合計金額 482,790 
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プログラム 

8/25 
納涼家族例会 
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レナさん歓迎会 

 

次回の 

プログラム 

8/31 

炉辺会合報告 

 

 

 

 

 

月間予定 

出席者     出席報告   出席委員会  太田 浩彰君 

在籍 55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 27日 52 2 2 44 0 4 92.31 

本 日 8月 10日 53 3 - 43 0 7 86.79 

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 

95.72            

※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。 
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出席できない場合には、事前

に連絡をお願いします。 


