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皆さんこんにちは。初めに本日のお

客様をご紹介させて頂きます。国際ロ

ータリー第 2550地区 2017-18年度ガ

バナー太城敏之様、同じく第 4G ガバ

ナー補佐中島一成様、続きまして随行

の皆様をご紹介させていただきます。横堀学様、田邉幅

一様、ガバナー補佐事務局公文初江様、ようこそお越し

下さいました。本日は太城ガバナーをお迎えしての公式

訪問例会となります。このあと卓話をいただきますので、

どうぞ宜しくお願い致します。 

さて、イアン･ライズリー2017-18 年度 RI ロータリー

会長のテーマは「ロータリー；変化をもたらす」です。

そして、2550 地区太城ガバナーは「チャレンジ&イノベ

ーション」です。9 つの地区の方針と目標を拝見し、太城

ガバナーの 1 丁目 1 番地にある「2020･2000 作戦」で将

来に向けた会員基盤の強化を図るという目標に対して、

我が真岡 RC も 50 周年以降、会員数が増減 0 のような

感じでしたので、今年度は来年度 60 周年を 60 名で迎え

よう！をスローガンに頑張ってまいりたい。会員の皆様

にもご協力頂き、1 年間頑張っていきたい。この様に思

う次第でございます。 

その他にも国際奉仕、社会奉仕、職業奉仕事業も行っ

ており、本年度、私のテーマである「ロータリー愛」を

持ってクラブの中に外に積極的な活動を会員皆様と共に

していきたいと思っております。 

先ほど 11 時より懇談会を行いまして、太城ガバナーよ

りご指導いただきました。この後も卓話、クラブ協議会

と引き続きよろしくお願い致します。以上、簡単ではご

ざいますが、会長挨拶とさせていただきます。ありがと

うございました。 

 バナー交換 

 太城ガバナーより一言 

 今日は、わたくし会長へお土産を

持って参りました。当クラブの書道

の先生で松本宜響さん、栃木県書道

連盟の会長です。この方に書いて頂

きました。これ

は「じょ」と読み

ます。孔子の論語の言葉で孔子の弟子

がどういう言葉をもって一生を過ご

したら良いのでしょうと聞いたとこ

ろ、それは「恕」かなと仰った。この

恕というのは、己の欲せざるところ人

に施すな。自分の嫌なことを人にして

はいけませんよ。という言葉です。この言葉を辞書で調

べますと、寛容とか人を許すとか、そういう意味の事で

ございます。私もこういう気持ちでガバナーを務めたい

と思っております。ありがとうございます。 

◆新入会員紹介 

 ❤森田 淳会員  紹介者  大森  貴之君 

 森田淳君は 39 歳、清原生まれで、現在、芳賀にお住ま

いです。清原の某焼肉店で修業を積まれ、現在、益子町
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七井で「ダイニング縁」という焼肉屋を営んでおります。

この度、皆様から刺激をもらい自己成長したいとの思い

があり、入会しました。皆様宜しくお願い致します。 

 ❤横松 和美会員 紹介者  齊藤  敏彦君 

 皆さん、こんにちは。横松和美君は昭和 40 年生まれ、

私の中学校の後輩で、部活も一緒でした。現在、株式会

社和興建設を経営しています。地元では若い人たちにも

かなり信用があり、高校の PTA 会長や、地元有力議員の

後援会長などを務めています。仕事面ではボーイング社

の設備設置工事なども請け負っています。幅広く仕事を

されております。宜しくお願い致します。 

 新入会員バッジ授与式 

 新入会員挨拶    森 田  淳 君 

 本日入会させていただきました

森田と申します。まだまだ若いで

すが、これから皆さんと仲良くさ

せていただけるよう頑張っていき

たいと思います。どうぞ宜しくお

願い致します。  

 横松  和美君 

 はじめまして、横松です。この

度、入会させていただきありがと

うございます。会員の皆様とこれ

から親睦を深められれば自分も幸

せかと思います。どうぞ宜しくお

願い致します。 

 幹事報告     石 塚  龍 夫君 

来月 10 月 15 日、地区大会でございます。100％出席

をお願い致します。出席できない場合は事前メイクをお

願い致します。なお、地区の方から出席人数の報告依頼

がきております。当日、出席できない方は太田出席委員

長に連絡をお願い致します。以上でございます。 

 委員会報告 野球部   仲 野  新 吾 君 

 野球部の仲野です。本日木曜日 18 時 30 分から山崎地

区にある東運動場で野球の練習を行います。皆様、どう

ぞ宜しくお願い致します。前回と場所が違いますのでお

間違いのないようご注意ください。 

     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。11 月に予定されております斗六公式訪問の会費の

集金をしております。今月中となりますので、事務局ま

で宜しくお願い致します。 

◆太城ガバナー紹介  

第 4G ガバナー補佐  中島  一成様 

こんにちは。ガバナーの紹介を

させていただきます。お名前が太

城敏之様、所属は宇都宮東 RC で

す。生年月日が 1945 年 4 月 16 日

でございます。宇都宮市三番町に

お住まいです。職業は株式会社コボリ代表取締役で、職

業分類は、会議･式場用品の製造･販売となっております。

学歴ですが、早稲田大学ご卒業でございます。ロータリ

ー歴は 1990 年 7 月 3 日に宇都宮東 RC に入会を致して

おります。以上でございます。ありがとうございます。 

 卓 話 

  第 2550 地区ガバナー 太 城  敏 之 様 

皆様あらためまして、こんにちは。只今ご紹介いただ

きました第 2550 地区 2017-18 年度ガバナーを拝命いた

しました太城敏之と申します。宇都宮東 RC より参りま

した。 

自己紹介の前に、本日、入会された森田さん、横松さ

ん、入会おめでとうございます。ロータリーの例会は昔

から真正の道場だと言われています。人生の役に立つこ

とが非常に多いですから、まず例会に出席して下さい。

ロータリーの三つの義務は、例会に出席すること、会費

を払うこと、それとロータリーの友を読むことです。ま

ずは、おめでとうございました。 

まず、私の自己紹介申し上げます。タシロは普通田ん

ぼの代ですが、私は太いお城と書きます。私の家は江戸

の中期頃から宇都宮で商売人として住んでおります。空

襲で家系図が焼けてしまったのですが、戸籍を見るとだ

いたい私が 8 代目になるようです。商売をやっていたお

かげで好きなことをさせていただきました。 

私は宇都宮工業高校で硬式野球をやっており強豪でし

た。春は関東大会で優勝し、夏は本命として甲子園を目

指しましたが、決勝戦で負けまして非情な挫折感を味わ

っています。55 年前、第 45 回大会でした。今 99 回大会

で来年は 100 回大会になります。18 歳の一番多感な時に

挫折感を味わったことは、その後の人生において非常に

役に立っていると思っています。 

私は商売人として 50 年以上商売をやっていますので、

職業奉仕がロータリーの原点だと思っています。まず、

ロータリーに入る方は職業を持っております。第一ペー

ジの第一行に職業人として情熱とスキルを持ってと書い

てございます。それからロータリーの目的も大体、職業

人と書いてあって職業の結成を求めるとか、大分難しい

言葉で書いてございますが、職業人が入るべきものがロ

ータリーだと思って考えています。私は職業奉仕の高潔

性だとか、あまりそういう言葉を使いません。職業人、

商売人ですからお金を儲けるためにロータリーに入って、

仕事をして、利益を上げ、国家に納税する。税金を払う

こと、それが国に対する奉仕だと思っております。利益

をあげ報酬をいただく、その中からロータリー財団や米

山に寄付したりすることが、奉仕として生まれてくるの

かなと思います。 

ロータリーは奉仕が先だという方もいらっしゃいます

が、奉仕は後から付いてくるものだと思います。商売人

は一生懸命仕事をして利潤をあげて税金を払って、国に

貢献して、その中から一部を財団等に払う。これが順番

だと思っています。 

今回の私の目標の中で一番大きいのは会員を増やしま

しょうですが、職業奉仕で互恵関係というのも書きまし

た。お互いに商売をやっていきましょうという事を今ま

でのガバナーはあまりお話しされなかったかと思います

が、基本はその辺だと思って考えております。というの

は、ポールハリスが 1905 年に、全然違う商売の方が 4 人

集まって、お互いに商売で仕事をし合うようにしましょ

うと作ったのがロータリークラブです。このロータリー

の歯車のマークは、仕事をずっと回しましょうという事

の印だと思っています。一生懸命、仕事をやって税金を

 おめでとう！ 

よろしく!! 



払い、世の中に奉仕するという事だと思っています。ま

た、4 つのテスト中で一番大切な言葉は、「みんなのため

になるかどうか」これが職業奉仕の根本だと思っていま

す。 

この「みんなのためになるかどうか」の意味は、私は

近江商人の三方良しという言葉、売り手良し・買い手良

し・世間良しだと思います。売り手と買い手が良しとい

う事は利潤が上がり、それで国も潤う、社会も潤うとい

う事が「みんなのためになるかどうか」です。 

ロータリーの一番の利点は多様性だと思います。こち

らも 52 名の会員がいらっしゃるので、皆さん其々考え

方が違うと思います。ロータリーは大人の商売人の集ま

りですから、それぞれの考えを尊重する。白という人も

黒という人もいると思います。それはそれなりの意見と

して尊重しなければいけないというのがロータリーです。

今、日本で 8 万 9 千人の会員がおります。私はロータリ

ーの一番良い点は、横社会である事だと思います。 

今回、私がロータリーの目標で方針として決めた一番

は、会員増強でございます。2020 年に 2000 人にしまし

ょうと訴えました。2020 年まで、まだ 3 年あります。毎

年増強しているのに、なぜ大きな声で言うのかとお思い

かと思いますが、皆さん、今の日本は少子高齢化です。

非常に高齢化が進んでおりロータリーも 2550 地区は平

均 64.5 歳です。10 年後、どうなるでしょう。今、70 歳

の方が 80 歳です。80 歳の方が 90 歳になります。皆さん

の会社で後継者のことは考えられると思います。倅を早

く育てなくちゃいけないとか、考えながら仕事に励んで

いると思います。日本で今、60%の企業は後継者がいま

せん。ですから、会社を M&A するとか考えている方も

いると思いますが、だいたいは息子に譲ることを考えて

いると思います。ロータリーも一緒です。10 年後、自分

の在籍しているこのクラブが優勢であるためには、若い

方を入れ後継者を育てなくてはいけません。真岡クラブ

さんは非常にバランスが良く、30 代が 3 名、40 代もお

り、平均年齢が非常に若いクラブでございます。そうい

う点では恵まれていますが、今が良くても 10 年後どう

なるかということは、絶えず考えて下さい。2020 年に

2000人にしましょうというのは 2020年に東京オリンピ

ックがございます。世の中非常に景気の良い時です。こ

ういう景気の良い時に会員を募集しないと集まりません。

今、地方にも人手不足の波がきているということは、景

気が良いという事ですから、2020 年までに会員を募集し

ましょう。2025 年、10 年後に日本の社会がどうなって

いるか。色々な所から情報が出ていると思います。2025

年は 65 歳以上が 3 人に 1 人です。団塊の世代、昭和 25

年から 27･8 年位までの生まれの方が、10 年後にはだい

たい 80 歳になります。10 年後を考えると、今、30 代 40

代の倅のような年代を沢山入れて増やしていかないと、

ベテランの会員の方も安心できないと思います。それが、

大多数のロータリークラブに言える事と思って見ていま

す。 

栃木県の人口は 196万 5千人位です。51クラブで 1750

名です。お隣の群馬県、46 クラブで 2150 名います。東

京セミナーでお聞きになった方はご存知でしょうが、高

崎 RC に田中さんという会長がいらっしゃって、その方

が 1 年間で会員を 51 名増やしました。70 名のクラブが

121 名になりました。本当に無茶な増やし方だなと考え

るのですが、ポイントは改革を認めない会員がいる。そ

ういう話でした。栃木県でも南の方で一つ例がございま

して、70 年近い歴史あるクラブで 35 名しか会員がいま

せんが、年配の方が半分位いらっしゃいます。若い会長、

幹事が女性を入れたいと言ったら理事会で長老から NO

とされ、女性が入れない。今、人口の半分は女性です。

栃木県で女性が社長の会社が 3900社あります。これは、

飲み屋さんから美容室から色々な会社が入ります。一般

の会社を対象にした女性の社長の会で「すみれ会」とい

うのがあります。雑誌にも出ていますし、宇都宮でも会

合が開かれております。昨年 96 名だった会員が 120 名

になったそうです。この様に女性の経営者が増えていま

す。 

また、数も重要ですが、若さも重要です。若い人が増

えるとクラブに活気が出ます。70 歳 80 歳の会員が先頭

に立つ必要はありません。会社と同じです。もちろん長

老方がいるおかげで、間もなく 60 周年を迎える今日の

真岡 RC があると思っております。それを引き継ぐのが

若い方の務めだと思っております。私の在籍するクラブ

も数は多いですが、80 歳以上の方も十数名いらっしゃい

ます。そういう長老方を大事にしましょう。そういう大

先輩が、我々を育ててくれたわけです。ロータリーも然

りで、85 歳とか 90 歳になって、体が動かないからロー

タリーに来られないという方も終身会員で良いと思うの

です。ロータリーに 50 年もいると生き甲斐だと思いま

す。そういう方は終生ロータリアンで終わるという事が

一番幸せではないかと私は考えております。敬老会では

ありませんが、そういうこともロータリーで必要じゃな

いかなと思っております。今後、真岡 RC に若い人が増

え、ますます優勢になりますようにご祈念申し上げまし

てガバナーの挨拶とさせていただきます。本日はありが

とうございました。 

 スマイルボックス報告   平石  典嗣君 
RI 第 2550 地区ガバナー 太城 敏之様 

“志”をいただいております。 
第 4G ガバナー補佐 中島 一成様 

本日、ガバナー訪問宜しくおお願い致します。 
金子 正男君 国際ロータリー第 2550 地区ガバナー太城敏之

様、第 4 グループガバナー補佐中島一成様、地
区より随行の横堀様、大木様、田邉様、第 4 グ
ループガバナー補佐事務局公文様、ようこそい
らっしゃいました。ご指導よろしくお願い致し
ます。 

石塚 龍夫君 太城ガバナー本日はご指導の程、宜しくお願い
申し上げます。中島ガバナー補佐はじめ随行の
皆様ようこそお出で下さいました。会員の皆様、
本日は太城ガバナーの想いに触れられる数少
ないチャンスです。しっかり勉強致しましょう。 

久保 康夫君 太城ガバナー、中島 AG、随行の皆様ようこそ。
ご指導よろしくお願いします。 

杉村 久夫君 太城ガバナー訪問歓迎 よろしくご指導くだ
さい。 

岡部貞一郎君 太城ガバナーの公式訪問を歓迎して 
岡本 俊夫君 太城ガバナーのご活躍をお祈り申し上げます。

くれぐれも健康にご留意下さい。本日、公務の
為、欠席となります。あしからず。 

福原 一郎君 太城ガバナーの公式訪問を歓迎致します。ご指
導の程を宜しくお願い致します。森田さん、横
松さんの入会を祝します。 

辻 達男 君 太城ガバナー様、ようこそ真岡の地へ。ご指導
宜しくお願い致します。 

石田 順一君 太城ガバナー、随行の皆様、中島ガバナー補佐、
公文様ようこそご来訪いただき歓迎申し上げ
ます。ご指導宜しくお願い致します。今日から
県民総ぐるみ交通安全週間です。交通事故をお
こさないよう皆で気をつけましょう。 

広瀬 紀夫君 太城ガバナー公式訪問ありがとうございます。
中島ガバナー補佐お世話になります。横松さん、
森田さん入会おめでとうございます。 



海老原 均君 太城ガバナーようこそ。本日はよろしくご指導
ください。ガバナーより授与される RC バッヂ
重いかな？大切に頑張って下さい。また、地区
においてもガバナーにはいろいろお世話にな
り勉強になります。お体を大切に活動してくだ
さい。 

田村 浩次君 太城ガバナー、中島ガバナー補佐、公文さん、
本日の公式訪問お待ちしていました。よろしく
ご指導お願いします。 

宇賀神裕一君 太城ガバナー本日は宜しくお願い致します。中
島ガバナー補佐はじめ随行の皆様、お世話にな
ります。 

木村慎太郎君 太城ガバナー様、ご指導宜しくお願い致します 
柳 浩雄 君 太城ガバナーようこそいらっしゃいました。 
野澤 巧 君 太城ガバナー御苦労様でございます！中島様、

公文様、連チャンで御苦労様でございます！秋、
きのこの季節になりました。大いに山歩きをし
たいと思います。誰かとネｴー！！ 

中川 宏行君 太城ガバナーご指導宜しくお願い致します。横
松様、森田様、ご入会おめでとうございます。 

大越 正和君 太城ガバナー、中島ガバナー補佐、横堀様、大
木様、田邉様、公文様いらっしゃいませ。本日
は宜しくお願いします。森田様、横松様 入会
おめでとうございます。 

小林勇一郎君 太城ガバナー、ようこそお出で下さいました。
本日は宜しくお願い致します。 

見目 良一君 ガバナー公式訪問、心より歓迎致します。宜し
くお願い致します。 

久保 賢司君 太城ガバナー、本日はありがとうございます。
ガバナー公式訪問当日に誕生日を迎える大森
貴之君、“もってる男”は違いますね。 

坂本 光 君 太城ガバナー及びご来賓の皆様、ようこそ真岡
ロータリークラブへ。本日は宜しくお願い致し
ます。 

渡邉 佳寛君 太城ガバナーようこそいらっしゃいました。ロ
ータリーの極意を学ばせていただきます。昨日
はレナの誕生会を盛大に開いていただきまし
て誠にありがとうございます。 

仲野 新吾君 太城ガバナー様、本日は宜しくお願い致します
森田会員、横松会員 真岡 RC へようこそおい
でくださいました。入会おめでとうございます。 

磯崎 和実君 太城ガバナー、本日はどうぞ宜しくお願い致し
ます。 

藤村 三夫君 太城ガバナー公式訪問ありがとうございます。
ご指導宜しくお願いします。 

森田 淳 君 本日入会いたします森田です。まだまだ未熟者
ですが、色々な方との出会いを大切にしていき
勉強していきたいと思います。これから宜しく
お願い致します。 

 
 
 

 スイマルボックス(9 月 21 日現在) 

前回までのスマイル繰越金 721,500 

会員 70,000 

ビジター 18,000 

本日のスマイル合計 88,000 

スマイル今期累計 809,500 

前回までの米山繰越金 16,618 

本日の米山 0 

米山今期累計 16,618 

合計金額 738,118 

 

 

 

 

本日の 

プログラム 

9/28 

  内部卓話 

  

 

 

 

次回の 

プログラム 

10/5 

月初例会 

月間予定 

出席者     出席報告 出席委員会   太田 浩彰君 

在籍 57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 9月 7日 53 2 3 44 1 5 90.74％ 

本 日 9月 21日 55 8 - 48 1 0 100.0％ 

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％ 94.44％           

※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。 

トピックス 

ク ラ ブ 協 議 会 
13:45～14:40 

皆さん、ご苦労様でした❤ 


