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第 4Gガバナー補佐 中島 一成 様 

  事務局 公文 初江 様 

 会長挨拶  会 長 金子  正男  君 

皆さんこんにちは。本日は

RI2550 地区第 4 グループガバ

ナー補佐公式訪問でございます。

よろしくお願いいたします。ま

ず初めにご紹介させていただき

ます。第 4グループガバナー補佐中島一成様。事務局

公文初江様。中島ガバナー補佐にあたりましては、後

ほど卓話をよろしくお願いいたします。 

さて、増強月間も終わりまして、青少年月間に入っ

てきました。先日、新聞報道を見たところ、我がクラ

ブの会員であります青木会員が大きく取り上げられ

ておりました。自分のポケットマネーを利用して、青

年のために新しい会社を起業させる。その手助け、

諸々をポケットマネーでやっているということは素

晴らしいことだなあと感じた次第でございます。我々

のクラブでも、何か青少年のためになる良いアイデア

があれば、どんどん申し出てもらいたいと思います。 

さて、増強月間の結果としましては、7 月までの統

計だと思いますが、37名の増加だそうです。8月は相

当力が入っておりましたので、9 月 20 日にはわかる

と思いますが、相当な数字が出るのではないかと思っ

ております。我がクラブも、増強に力を入れて一年間

行きたいと思っておりますので、今後ともよろしくお

願いいたします。ガバナー補佐の卓話も控えておりま

すので、この辺で会長挨拶とさせていただきます。 

 ガバナー補佐挨拶  中島 一成 様 

皆さんこんにちは。本日はガ

バナー補佐として参りました。

日頃はいろいろな形で参加をさ

せていただいておりますが、真

岡クラブさんの素晴らしさをつ

くづく感じております。今日は、その素晴らしさを一

番感じている公文さんも一緒にガバナー補佐事務局

として参りました。よろしくお願いします。この後卓

話がございますので、終わりとさせていただきます。 

 幹事報告   石塚 龍夫 君 

 幹事報告申し上げます。再来

週 21 日はガバナー公式訪問と

なります。上着のご着用をお願

いします。本年度ガバナーの方

針によりましてネクタイ着用は
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必要ございません。ノーネクタイで大丈夫ですが、写

真撮影がございますので、上着着用でお願いします。

なお、100％出席で臨みますので、どうしても出席で

きない方は、必ず事前メイクをしていただきますよう

お願い申し上げます。また、五大委員長に質問をお願

いしてありますが、事前に質問内容をガバナー事務局

に出してもらいたいとのことなので、来週木曜日まで

に事務局まで提出願います。 

続きまして、益子 RCより月見例会のご案内が来て

おります。例年通り大船渡のサンマの例会です。9 月

27 日水曜日 6 時半、里山リゾートホテル益子館にて

会費は 5 千円でございます。出席したいという方は、

会費を添えて来週の木曜日までに申し出ください。ち

なみに、27 日になりますと第 4 グループのガバナー

公式訪問も全部終わります。中島ガバナー補佐以下、

第 4グループの会長、幹事は全員集合で慰労会という

ことでお達しが来ております。 

続きまして、ガバナー事務所より国際奉仕関係のご

案内ということで、11 月 10 日タイの 3350 地区との

親善ゴルフ大会を開催いたします。第 1回アジアロー

タリアン親善ゴルフ大会です。パインハーストゴルフ

CCにて会費は 250ドルです。是非参加したいという

方は、現地集合、現地解散でお願いいたします。 

◆委員会報告  野球部 仲野 新吾 君 

 野球部の仲野です。来月地区

大会がございますので、来週あ

たりから練習を始めたいと思い

ます。皆さん体調を整えておい

て下さい。以上です。 

   仕事拡大 PR担当  柳田 耕太 君 

仕事拡大 PR 担当より一言申

し上げます。実は本日 11時から、

真岡の鬼怒ケ丘にて工場新築工

事の起工式をして参りました。

神戸製鋼の関連会社が工場を新

設するということで、今回はその第 1期工事です。今

回工事に携わるのは真岡の業者でございまして、大変

うれしい限りです。話を聞いてみますと、実は、敷地

が狭く、増設したいのだかできない、何か妙案はない

か？ということでした。我が真岡の発展のために、何

かしら手助けができないかと思っております。ちなみ

に初穂料はうん万円ということでございます。（笑） 

◆ガバナー補佐公式訪問  中島 一成 様 

それでは卓話ということです

ので、下手ではございますが、

始めさせていただきます。昨日、

益子 RC へのガバナー補佐公式

訪問がございました。そこでは

お一人の入会式がございました。しもつけ RCも同じ

日の例会だったのですが、そこでは 3名の入会式がご

ざいました。この 3名の入会というのは、私はしもつ

け RC で 20 年位やっておりますが、過去に記憶がな

い位、一気に増えたという気がします。やっぱり、太

城ガバナーの「絶対に 100名増強をやるんだ」という

話を私がする、それを今度は会長がする、という形が

とられたからだと思っております。真岡 RCさんはど

うでしょうか？頑張っていただきたいなと思ってお

ります。第 4 グループとして 16 名の予定を組まされ

ておりますので、何とか達成したいなと考えておりま

す。しもつけ RCで話をするんですが、会員が減ると

できる事も限られちゃう、ガマンすることも出てくる

よねと。やっぱり会員が増えるということは、ロータ

リー活動を楽しく享受できるのではないかと思って

おります。 

ここで、太城ガバナーがどんな人なのか、ちょっと

紹介させていただきます。お名前ですが、太城敏行さ

んです。宇都宮東 RC に所属、1945 年生まれです。

職業ですが、株式会社コボリの代表取締役となってお

ります。このコボリですが、結婚式場等の演出、企画、

演出機器の製造、販売、レンタルを行っている会社で

す。中々しっかりやっていらっしゃるということでご

ざいます。学歴は早稲田大学卒業でございます。ロー

タリー入会は 1990年です。 

太城ガバナーが今回、「会員増強をしろ」と言って

いる事情ですが、平均年齢が 65 歳以上の方が多いと

いうクラブがございます。限界クラブではないのか。

10年後はどうなのか。団塊の世代が 75歳以上となっ

た時に、クラブの維持はどうするの。こういったこと

を、ガバナーがよく話をするわけです。とにかく若い

人を会員にしてもらいたいということです。40歳以下

を 50人、女性を 50人というのがサブタイトルになっ

ております。それで 100名達成じゃないかと思うんで



すが、それぐらい思い切って会員拡大をやっていくと

いうことでございます。そして、会員さんが辞めてい

かない、長く会員として楽しんでもらうためにどうす

るか。若い人たちに魅力あるクラブを作らなければな

らない。それには、会員増強に表彰制度のアイデアを

取り入れる。また、単年度では中々効果が出ないので、

2 年、3 年と長い目でやっていく必要があると思いま

す。増強と同時に維持も大切です。クラブ活動が鈍く

なると魅力がなくなり、退会者も出てきます。楽しい

例会をもっと増やしてほしいと思います。それから、

野球チームを作ってください。これらの取組みはすべ

て、既に真岡 RCさんではやっているところです。そ

ういった意味では、2550 地区の中でも真岡 RC さん

はその代表格なのではないかと思っております。 

それから、ロータリーリーダーシップ研究会（RLI）

の話をします。もっと早くに案内すればよかったので

すが、太城ガバナーから参加要請があり各クラブへ案

内したところです。この RLIは 6つのセッションテー

マがあります。「リーダーシップとは何か？その特徴」

「クラブを超えたロータリークラブと国際ロータリ

ー」「会員組織と退会防止」「奉仕活動の計画と実行上

の問題」「ロータリー財団について考える」「リーダー

シップとチーム形成・クラブを活性化させる委員会構

成」です。「すでにやっているよ」と思われるかもし

れませんが、基本的にはこういった勉強、理論武装が

必要であると思っております。今更ということからも

知れませんが、必ず役に立つと思いますので、よろし

くお願いします。以上でございます。 

 スマイルボックス報告  大森 貴之 君 

中島 一成様、公文 初江様 

本日はお世話

になります。 

金子 正男君 RI2550 地区ガ

バナー補佐中

島一成様、事務局公文初江様、ご指

導よろしくお願いいたします。 

石塚 龍夫君 中島ガバナー補佐、公文事務局様、

過日はレナさんウェルカムパーティ

ーにご臨席賜り誠にありがとうござ

いました。本日はご指導の程よろし

くお願い申し上げます。 

久保 康夫君 中島 AG 様、公文事務局様、ようこ

そ。ご指導よろしくお願いします。

増強頑張りましょう！ 

篠原 泉 君 中島ガバナー補佐、公文様、ご訪問

ありがとうございます。よろしくお

願いいたします。残念ではあります

が、早退いたします。 

岡本 俊夫君 中島 AG、公文事務局、本日はご苦労

様です。G 公式訪問に向けての心構

え、ご指導ください。着々と進む増

強、公文地区委員の心が各クラブに

伝わっているものと思います。その

うち、美酒で盃を上げましょう。 

福原 一郎君 第 4 グループガバナー補佐中島様、

本日はよろしくお願いいたします。

事務局長公文様、再三のお越しあり

がとうございます。 

石田 順一君 中島様、公文様、歓迎申し上げます。

ご指導よろしくお願いいたします。 

田村 浩次君 中島ガバナー補佐、公文さん、ご来

訪歓迎いたします。リラックスして

楽しんでください。 

杉田貞一郎君 中島ガバナー補佐、ご訪問ありがと

うございます。本日はお世話になり

ます。 

野澤 巧 君 ガバナー補佐中島一成様、お忙しい

中、御苦労様でございます。また、

公文さん、再々おいでいただき、誠

に御苦労様です！また、日本の国が

安心して生活できることを、いつい

つまでも願っています！ 

大堀 文雄君 ガバナー補佐中島様、事務局公文様、

ようこそ。 

久保 賢司君 ガバナー補佐中島様、事務局公文様、

本日はありがとうございます。野澤

巧会員、先日は国会訪問の二宮地区

取りまとめ、お疲れさまでした。銀

座での買い物は楽しめましたか？ 

渡辺 佳寛君 中島ガバナー補佐、公文様、ようこ

そいらっしゃいました。卓話拝聴さ

せていただきます。公文様、現社長

の中学生時代に私の塾に通わせて下



さいました。塾を支えて下さいまし

たこと、心より御礼申し上げます。 

仲野 新吾君 本日のガバナー補佐訪問例会、まだ

まだ未練な新人なので、たくさん勉

強させていただきます。 

柳田 耕太君 稔りの秋、結婚の秋、鮭がのぼる秋、

バンザイ！ 

田崎 義典君 ガバナー補佐中島様、本日はよろし

くお願いします。9 月 29 日のゴルフ

ですが、期末日にあたるため、申し

訳ありませんが、サラリーマン人生

を選ばせていただきました。夜の部

から駆け付けます。 

 

◆スマイルボックス(9月 7日現在)       

 

 (円) 

前回までのスマイル繰越金 618,500 

会員 39,000 

ビジター 5,000 

本日のスマイル合計 44,000 

スマイル今期累計 662,500 

前回までの米山繰越金 11,290 

本日の米山 6,225 

米山今期累計 17,515 

合計金額 680,015 

本日の 

プログラム 

9/14 

月初例会 

次回の 

プログラム 

9/21 

ガバナー 

公式訪問 

 

月間予定 

出席者     出席報告   出席委員会  馬場 照夫君 

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 25日 53 2 3 43 1 6 88.89％ 

本 日 9月 7日 53 2 - 44 1 8 85.19％ 

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。 

一年交換学生レナさんの近況 


