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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 等 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 

地区青少年交換委員(田沼 RC) 山崎 悦夫 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 幹事  七海 朱美 様 

真岡西 RC 副幹事  高橋恵美子 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 

 ゲスト 米山記念奨学生 劉    家萌  君 

一年交換留学生 ﾏﾆｴﾗ･ﾚﾅ･ｻﾗ さん 

 会長挨拶  会 長 金子  正男  君 

皆さん今晩は。本日は金子･石塚

年度最初のイベントである納涼家

族例会及び一年交換留学生マニエ

レ・レナ・サラさんの歓迎例会で

す。多数の御参加を頂き誠にあり

がとうございます。 

中川親睦委員長はじめ親睦委員の皆さん、久保 SAA、

青木副 SAA、その他にも準備に時間を割って頂いた会

員皆さん大変御苦労様でした。 

今夜は楽しいひと時にしたいと思いますので最後

までよろしくお願い致します。 

それではお客様の御紹介をさせて頂きます。RI2550

地区第 4 グループガバナー補佐 しもつけ RC 中島一

成様、RI2550 地区青少年交換委員会 田沼 RC 山崎悦

夫様、ガバナー補佐事務局 しもつけ RC 小島節夫様・

公文初江様、益子 RC 会長 萩原新也様、幹事 大畑和

広様、真岡西 RC 幹事 七海朱美様、副幹事 高橋恵美

子様、しもつけ RC 会長 上野秀雄様、幹事 谷中好江

様、米山奨学生 劉家萌君、最後に一年交換留学生 マ

ニエラ・レナ・サラさんです。日本語は少しですが、

英語、フランス語はバッチリですので、この機会にど

んどん話かけて下さい。 

以上、会長挨拶とさせていただきます。 

 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 

皆さん今晩は。本日は家族例会並

びにマニエレ・レナ・サラさんの歓

迎会と言う事で事務局を揃えてお伺

い致しました。非常に楽しみにして

おりまた。真岡 RC さんは、この様

な大規模に家族の方が集まるイベントをどの様にす

るのかなと、先程からキョロキョロと皆さんを見させ

て頂いております。やはりお子さんが多いと良いです

ね。楽しそうな感じが致します。今日は簡単ですがご

挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。 

❤ 2550 地区青少年交換委員会 

田沼 RC 山崎 悦夫 様 

皆さん今晩は。2550 地区青少年

交換委員の山崎悦夫と申します。所

属は佐野の田沼 RC です。レナさん

を受入れる地区の担当をやらせて

頂いております。今日はお声を掛け

て頂きありがとうございます。受入れるに当り、金子

会長や石塚幹事と連絡を取り今日に至った訳ですが、

いろいろなご指導を頂きました。地区としても気を付

けてレナさんの一年間を見守りたいと思います。いず
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れにしても真岡クラブさんには大変ご負担を掛ける

形になりましたが心から御礼を申し上げたいと思い

ます。今日初めて真岡クラブさんに来させていただい

たのですが、このように暖かい家族的な雰囲気でレナ

さんを受入れてくれたことは、会長から「大船に乗っ

たつもりでいて頂いて大丈夫ですよ」と言って頂きま

したが、本当に大丈夫な気が致しました。今日はそん

な所が感想です。一年間皆さんにお世話になりますが、

宜しくお願いしたいと思います。 

 交換留学生紹介 カウンセラー 石塚 龍夫 君 

フランスからの一年交換留学生

マニエレ・レナ・サラさんです。16

歳です。宜しくお願いします。 

レナさんは 3 人兄弟の長女です。

パリから南南東に約 300km 行った所にムーランとい

う風光明美な町がございます。人口 3 万人弱と聞いて

おりますので、真岡のような街なのかなと勝手に思っ

ております。得意科目は、語学系で英語、ラテン語、

イタリア語を履修しております。レナさんは日本が第

一志望で日本に来られて本当に良かったと話してお

ります。幼少期にはバイオリンを習い、今は美術の方

にちょっと興味を持たれています。特に日本のアニメ

が好きでアニメを自分で書いたり、時には小説なども

書いたりします。 

本日、すでに真岡女子高校に通学しました。今日、

始業式です。2 年 5 組で受け入れてくれました。校長

先生の粋なお計らいで 10 月に修学旅行で京都に連れ

て行ってもらえることになっております。日本語は、

「あいうえお」の勉強中でございますが、非常に積極

的でお箸も使うし、何でも好き嫌いなく食べるし、本

当に素直でいい子です。うちのクラブ、当たりだと思

います。何と言ってもホストファミリーの渡邉さんが

大変快く受け入れて頂いて、今日は渡邉さんが各テー

ブルに彼女を連れて紹介しますので、お話をされたり、

写真など撮って存分に楽しんで下さい。 

どうぞ宜しくお願い致します。 

 交換留学生挨拶 マニエラ・レナ・サラさん 

今晩は。私の名前はレナです。フ

ランスから来ました。16 歳です。

私は日本の文化や日本食などに興

味があります。日本について勉強

して沢山の友達を作りたいです。

一年間よろしくお願いします。 

 幹事報告   石 塚  龍 夫  君 

今年の国際大会は、6 月 20 日から 25 日までトロン

トで開催されます。是非出席して下さい。参加費はエ

コノミー使用で 50 万円、ビジネスは、プラス 40 万で

す。栃木ナイトをやるそうです。ご希望の方は事務所

までお申し出ください。 

 スマイルボックス報告  大堀 文雄 君 

山崎 悦夫様 レナさんのことをよ

ろしくお願いいたし

ます。 

金子 正男君 第 4 グループガバナー

補佐中島様、地区委員山崎様、公文様は

じめ萩原益子会長、しもつけ上野会長、

大畑、七海、谷中幹事、小島様、高橋様、

ようこそいらっしゃいませ。楽しんで行

って下さい。劉君、レナちゃんジャパニ

ーズスタイル、エンジョイして下さい。 

石塚 龍夫君 多数の会員家族の皆様にお集り頂き誠

にありがとうございます。中島ガバナー

補佐はじめ第 4 グループの会長幹事の

皆様いらっしゃいませ。山崎地区委員、

遠方よりありがとうございます。劉君楽

しんで下さい。親睦委員会、ご苦労様！  

久保 康夫君 納涼家族例会の盛会を祝します。 

親睦委員長ほか設営お疲れ様です。 

篠原 泉 君 担当委員会の皆さま、納涼例会ご苦労様

でございます。 

篠原 宜之君 納涼家族例会の開催、親睦委員会の皆様

準備ご苦労様です。 

ご来訪の皆様ようこそいらっしゃいま

した。楽しんでお帰り下さい。 

家族でお世話になります。 

岡本 俊夫君 栃木県少年サッカー連盟韓国遠征帯同

のため納涼例会欠席となります。中川委

員長申し訳ありません。 

御光来の皆様、楽しんで下さい。 

福原 一郎君 納涼家族例会が盛大に催され、関係委員

の皆様ご苦労様です。 

ガバナー補佐をはじめ各地区のRCの皆

様ようこそ‼ 

レナさんようこそ‼  

辻 達男 君 米山奨学生劉家萌君、就職内定お目でと

うございます。 

親睦委員会の皆様お世話になります。 

石田 順一君 親睦委員会の皆様暑い中準備お疲れ様

でした。今日は楽しく涼ませて頂きます。 

広瀬 紀夫君 親睦委員会の皆さま、お疲れ様でござい

ます。レナさん、ようこそ！ 

田村 浩次君 今日のロータリーイベントより酒の解

禁日となります。よろしくお願いします。 

宇賀神裕一君 親睦活動委員会並びに役員の皆様、設営

ご苦労様です。 

多くのゲストの皆様、ようこそ。 

本日は昨年と違い気楽に参加させて頂

きます。 

野沢 巧 君 納涼家族例会に係った中川親睦委員長

はじめ皆様方に感謝申し上げます！ 

私事になりますが初孫が明日で 3 才に

なります！今日会場に来ております！

絢心(あこ)ちゃんでーす‼よろしくお願

いします！  

廣田 茂 君 親睦委員会の皆様お疲れ様です。 

市村 忠男君 毎日むし暑い日が続いております。体調

に充分気をつけましょう。 

6 人で参加させていただきました。お世

話になります。 

斎藤 敏彦君 金子・石塚年度、納涼家族例会の開催誠

にお目でとうございます。 

会場設営した皆様ご苦労様でした。 

中川 宏行君 本日ご参加いただいたお客様、会員家族

の皆様、楽しんでいってください。 



大越 正和君 親睦委員会の皆様お疲れ様です。納涼例

会楽しませて頂きます。 

先日は A グループの炉辺会合でお世話

になりました。 

岡本 佳男君 中島一成ガバナー補佐他お客様方いら

っしゃいませ。 

レナちゃんようこそ！ 

みんなで楽しい一夜にいたしましょう。 

本日もご利用ありがとうございます。 

小林勇一郎君 残暑お見舞い申し上げます。 

今日は妻と 2 人で参加させていただき

ます。 

レナさんようこそ！1年間楽しんでいっ

て下さい。 

豊田 光弘君 親睦委員の皆様本日は設営ご苦労様で

す。 

金子会長流に愛する妻と参加させてい

ただきました。宜しくお願い致します。 

淡路 晃 君 今宵は妻と参加させていただきます。親

睦委員会の皆様設営ご苦労様です。天候

不順な季節はまだまだ続きそうです。 

栁田 尚宏君 今夜は納涼家族例会、いっぱい飲んで食

べて楽しみましょう。 

坂本 光 君 レナさん、ご来賓の皆様、マジシャン コ

ズモ、バルーンアート リンさん、納涼

例会にようこそ！ 

渡邉 佳寛君 納涼例会おめでとうございます。 

親睦委員会の皆様、設営ご苦労様です。 

また、この例会をレナの歓迎例会にもし

て戴いたこと、心より御礼申し上げます。 

レナのお父様よりも私は 14 歳も年上で

すが、我々夫婦を「お父さん」「お母さん」

と呼ばせています。今、毎日が楽しくて

しかたがありません。将来、彼女が結婚

するときには必ずフランスまで行くつ

もりです。その際は希望者を募りますの

で、皆さん一緒に行きましょう。 

馬場 照夫君 一年交換学生マニエレ・レナ・サラさん、

在日、心から歓迎申し上げます。納涼家

族例会のご盛会お祝いいたします。健康

に留意し、楽しく過ごしましょう‼  

田辺 義貴君 レナさんようこそ日本へ、真岡市へ‼大

歓迎いたします。本日の納涼例会に出席

できない為、次回お目にかかれる時を楽

しみにしております。 

また、今回、会報を初めて担当させてい

ただきました。小林委員長はじめ委員の

皆様大変お世話になりました。これから

も宜しくお願い致します。 

仲野 新吾君 本日、納涼家族例会を迎えられ親睦委員

会としてうれしい限りです。 

昨年も一人、今年も一人、来年も一人で

も頑張りますので宜しくお願いします。 

磯崎 和実君 レナさん真岡 RC へようこそ！ 

先日オレオレ詐欺を未然防止し真岡警

察署から感謝状をいただきました。下野

新聞デビューかと期待しましたが、新聞

にのった写真は私が写っていない写真

でした。 

 スマイルボックス(8 月 25 日現在) 

 プログラム委員会   🔶 出席委員会 

淡路 晃  君     太田 浩彰 君 

 

 

 

前回までのスマイル繰越金 454,000 

会員 106,000 

ビジター 4,000 

本日のスマイル合計 110,000 

スマイル今期累計 564,000 

前回までの米山繰越金 11,290 

米山  

米山今期累計 11,290 

合計金額 575,290 

本日の 

プログラム 

8/31 
炉辺会合報告 

 

次回の 

プログラム 

9/7 

ガバナー補佐 

公式訪問 

 

 

 

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 8月 3日 53 0 1 53 1 0 100 

本 日 8月 25日 53 2 - 43 0 9 83.33 

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。 



 

実は

甘党 

これ、かわい

いでしょ！ 

ねえ、遊ぼう 

ど 

う 

し 

て 

？ 

バルーン 

アーティスト 

華月 鈴 

子供たち大喜

びでした。 

ありがとう❤ 

出張マジシャン COZMO 

不思議魅せられました。 

スプーンにもトランプに

もビックリです。 

ウサギ

よ 

ゾウさん 


