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 司 会 副 SAA  青木  圭太  君 

 点 鐘 会 長  金子 正男 君 

 国 歌   君 が 代 

 ロータリーソング  奉 仕 の 理 想 

 ゲスト 金子正男夫人  金 子  栄  様 

石塚龍夫夫人  石 塚  幸 子 様 

中川宏行夫人  中 川  友 美 様 

頼近 龍夫人  頼 近  久美子様 

青木圭太夫人  青 木  千 鶴 様 

菱沼 孝夫人  菱 沼  善 江 様 

米山記念奨学生 劉  家 萌  君 

一年交換学生  マニエラ･レナ･サラさん 

  会長挨拶  会 長 金子  正男  君 

皆さんこんにちは。本日は月

初例会でございますので、会員、

会員夫人の結婚記念日、誕生日

を迎えられます皆様のご紹介を

先にさせていただきます。初め

に、石塚幹事夫人幸子様、頼近会員夫人久美子様、菱

沼会員夫人善江様、中川会員夫人友美様、青木会員夫

人千鶴様、それと私の妻、栄でございます。よろしく

お願いいたします。壇上で紹介するのもなんですが、

あれから 40 年(笑)を迎えることになりまして、スベス

ベだった肌もちょっとヨレヨレとなり、出ているとこ

ろは引っ込んで、引っ込んでいるところは出てきて、

それでも今年のロータリーのテーマでもあります「愛」

はずっと持っておりますので、今後ともよろしくお願

いします。続きまして、米山奨学生 劉 家萌(りゅう 

かほう)君、一年交換学生 マニエレ・レナ・サラさん。

ようこそいらっしゃいました。本日はたくさんの乙女

たちに囲まれて、華やかな例会が出来ますことを楽し

みしておりました。昔の乙女もおりますがご了承くだ

さい。失礼いたしました、本心ではございません(笑)。

一昨夜は、安田会員、横松会員、森田会員の歓迎会と

いうことで、「いちむら」におきまして、「桜川」の美

味しいお酒を飲みながら盛大に出来ました。設営され

ました親睦委員会の皆さん、増強委員会の大越委員長、

また、予約をしていただいた大堀さん、ありがとうご

ざいました。大堀さんは体調がすぐれず宴会には参加

できませんでしたが、体調を整えてまた酒宴にご参加

いただければと、会長として願っております。さて、

今月 15 日に開催されます地区大会においては、会員

皆様のご参加をお願いします。また、米山月間でもあ

り、広田委員長より後ほど連絡がいくと思いますが、

例年同様ご協力をお願いいたします。それと、職業奉

仕月間ということで、何人か分かりませんが、今日も

時間によっては何人かのスピーチがあると思います

ので、お耳をお貸しいただければと思います。月末に

は老人身障者スポーツ大会が開催されますが、柳田委

員長には頑張っていただいて、成功させたいと思って

おります。久保エレクトと連携してトン汁も準備願い

ます。トン汁については、準備社会福祉協議会から「ト

ン汁が大変好評で、今年も 1,200 人分用意してもらい

たい。トン汁目当てに来る老人もたくさんいる」とい

うこと聞かされて、今年も頑張って作らないといけな

いなぁと思っている次第です。今月はお願いばかりで

すが、季節は秋になり、食欲の秋、スポーツの秋、実

りの秋、いろいろありますが、体重には、ではなく体

調にはくれぐれも気を付けていただきたいと思って

おります。簡単ではございますが

会長挨拶とさせていただきます。 

◆米山記念奨学金授与 

米山記念奨学生  

劉 家萌 君 
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 一年交換学生      

マニエラ・レナ・サラさん 

 

 9 月誕生日祝 

～会員～ 

2 日大堀 文雄君 

3 日小林勇一郎君 

11 日磯崎 和実君 

14 日三澤 幸光君 

24 日坂本 光 君 

～会員夫人～ 

1 日 中川友美 様 

 10 月結婚記念日祝 

1 日金子正男君･栄様 

15 日石塚龍夫君･幸子様 

 

 

 

 

19 日菱沼 孝君・善江様 

29 日青木圭太君・千鶴様 

 

 

 

 

31 日頼近 龍君・久美子様 

 

 

 

 

 

 

 乾杯           岡本 俊夫  君 

こんにちは。今日は多くのご婦人方がお越しです。

ようこそ。皆さんのこれからますますのご健勝を、例

えると金子正男さんと栄ちゃんのように、未来永劫仲

良く生活が出来ますように心からお祈り申し上げま

して、乾杯としたいと思いますが、仲野新吾君から早

く結婚式の招待状が来ないかなぁと、それも併せてご

祈念を申し上げ、さらに今月は野球大会もございます、

野球の優勝、それと老人と身障者の運動会もございま

す、それらすべての事業が大成功に終わりますように、

併せてご祈念を申し上げます。皆さんと声高らかに乾

杯をさせていただきたいと思います。「乾杯！」 

 幹事報告          石塚 龍夫 君 

本日第 4 回の通常理事会がございました。①真岡

市老人身障者スポーツ大会について、今月26日開催。

雨天の時、翌 27 日に順延となります。トン汁 1,200 食

分、商品の補助、それと皆様にも運動会に参加しても

らいますので、多くの会員の参加

をお願いします。レナさんと劉君

も参加予定です。どうぞよろしく

お願いいたします。詳細と役割分

担については、来週委員会を開き、19 日にお配りしま

す。②斗六公式訪問が近づいてまいりました。今回 32

名の訪問となり、例年スマイルは、5 万円となってお

りますが、斗六の会員が減っている中、大変ではない

かの話がございます。先方と会長幹事に一任というこ

とで 10 万円を検討しております。③60 周年事業委員

会において、改めて実行委員会を設置し動き出したい

とのことで、来月の理事会で実行委員会の設置を検討

したいと考えております。④9 月の会計報告があり承

認されました。⑤会員増強について増強委員長より報

告がありました。今年度 5 名の方に入会いただきまし

たが、現在交渉中の方が 6 名おります。すぐに入会は

難しいですが、トータルで 11 名の増強が見えてまい

りました。⑥一年交換学生近況報告ですが、渡邊ホス

トファミリーより「毎日元気に登校しています。なん

の問題もございません」との報告をいただきました。

今月は、真岡女子高の修学旅行で、広島、大阪、京都

に行ってまいります。その他、今月の 29 日、30 日に

岡本 PP 同行で、渡邊会員の奥様も同行で、湯河原温

泉一泊旅行を予定しております。地区のルールとして、

県外に宿泊する場合には事前の届け出が必要となり

ますので、今回も事前の届け出をしております。皆さ

んも今後「レナさんを是非あそこに連れていきたい」

という場合には、事前に報告しなければいけませんの

でよろしくお願いいたします。⑦手足の不自由なこど

もを育てる運動募金についてですが、例年ファイルを

100 冊購入して、15,000 円の協力をしております。こ

ちらも承認されました。⑧来年 1 月の新年会ですが、

4 日を予定しておりましたが、会議所の賀詞交歓会が、

4 日に変更になりそうだとの相談を受けました。正式

決定ではありませんが、9 日(火)に変更したいと思い

ます。来月の理事会で正式決定となる予定です。⑨来

週は地区大会の振替休会となります。また、地区大会

の詳細は、事務局からご連絡いたします。全員参加で

よろしくお願いします。⑩例会日程の変更。真岡西 RC、

10 月 17 日例会は、地区大会のため振替となります。

10 月 24 日例会は月見例会のため、夜間例会となりま

す。10 月 31 日は特別休会となります。 

◆委員会報告 

米山記念奨学会委員会 廣田 茂 君 

皆さんこんにちは。米山記念奨

学会委員会よりお願いがありま

す。皆様に米山奨学会寄付金の時

期がまいりました。一人 15,000

円となります。よろしくご協力お

願いします。以上です。 

会員増強委員会  大越 正和君 

 会員増強委員長の大越でござ

います。先ほど幹事から増強の経

過報告がございましたが、本日お

一人の方の入会のご意志を確認

いたしました。後ほど会員推薦書

を皆様にお送りいたします。あり

がとうございました。 



社会奉仕委員会  市村 忠男君 

市村でございます。先週も渡邊

さんの方から報告がございまし

たが、昨年一年間、新社会奉仕検

討委員会として検討してまいり

ました。先週の木曜日にも委員会

を開き、今年度は真岡ロータリー

奨学金委員会ということで具体的にすすめていくこ

とになりました。今回、久保委員長がエレクトという

ことで、副委員長でありました私が、委員長として一

年間すすめてまいりたいと思います。先々週にメール

または FAX にて募集要項等をお送りしてあります。

内容は、先週の委員会で一部変更になっております。

今月 19 日 11 時半から委員会を開催し、先週議論した

ものを決めていきたいと思います。内容については、

文書等で出させていただきますし、その都度報告して

まいりますので、この奨学金制度についてご協力をい

ただくようお願いします。委員長就任のご挨拶がてら

報告させていただきます。よろしくお願いします。 

野球部  仲野 新吾君 

野球部の仲野です。ま～だ結婚

は決まっておりませんが、皆さま

応援してください。本日の練習

は、小林の東運動場で 18 時 30 分

より行います。運動不足の方や野

球が好きな方、皆様よろしくお願

いします。来週ですが、木曜日東運動場にて 18 時 30

分より練習を行いますのでご協力をよろしくお願い

します。 

 スマイルボックス報告    大堀 文雄君 

金子 正男君 今月誕生日、結婚

記念日を迎えられ

る会員、会員夫人

の皆様おめでとう

ございます。私も

40 年目を迎え、お

祝いをいただきありがとうございます。

幸子様、久美子様、喜江様、友美様、千

鶴様、ようこそ。劉君、レナちゃん、ご

ゆっくり。 

石塚 龍夫君 誕生日、結婚記念日を迎える皆様、おめ

でとうございます。栄さん、喜江さん、

久美子さん、友美さん、千鶴さん、幸子

さん、いらっしゃいませ！レナちゃん、

修学旅行行ってらっしゃい。劉君、レナ

ちゃん、10/26 は老人身障スポーツ大会

です。ヨロシク! 

久保 康夫君 今月誕生日、結婚記念日の皆様、おめで

とうございます。会長・幹事夫人をはじ

め奥様方、ご出席ありがとうございます。

ボンジュール・レナ・コマンタレブー。

ニイハオ・リュー。 

杉村 久夫君 誕生祝をありがとうございます。 

篠原 宣之君 妻の誕生祝をいただきありがとうござい

ました。忘れておりました。 

岡本 俊夫君 御来場の会員ご婦人の皆様、楽しい時間

をお過ごしください。青木君、御社の夢

実現のため、更なる努力を念じます。渡

辺君、楽しい囲炉裏での語らいでした。

日本とフランスにカンパイ!! 

辻 達男 君 40 回目の結婚祝いをいただきありがと

うございます。よく長持ちしたものです。

金婚式まであと 10 年。頑張ります。 

田村 浩次君 今月誕生日、結婚記念日を迎える会員、

そして愛しきご婦人の皆様おめでとうご

ざいます。 

木村慎太郎君 大騒ぎさせてくれてありがとうキムさん

渋面を作るのも大変だったよ、アベ。 

野澤 巧 君 お誕生日、結婚御祝を迎えられる皆様、

誠におめでとうございます！迎えられた

皆様に幸多からんことをご祈念申し上げ

ます！レナ・サラさんようこそ！楽しん

で下さいネェー！ 

市村 忠男君 今月、誕生日、結婚記念日を迎えられる

皆様おめでとうございます。真岡ロータ

リー奨学金委員会に名称変更し、活動を

再開することになりました。久保さんか

ら委員長を引継ぐことになりました。ご

協力をお願いいたします。逐次、情報を

提出してまいります。 

三澤 幸光君 本日は誕生日のお祝いをいただきありが

とうございました。8 日（日）のもおか

木綿ふれあい祭りに商工会議所の支援を

得て、「ちびっこ将棋大会」を開催いたし

ます。御尽力いただいた関係の皆様に感

謝申し上げます。 

斉藤 敏彦君 本日お誕生日、結婚記念日を迎えられる

会員並びにお嬢様の皆様、おめでとうご

ざいます。 

中川 宏行君 妻友美の誕生祝をいただきありがとうご

ざいます。 

大堀 文雄君 77 回目の誕生祝をいただきありがとう

ございます。先が見えてきました。酒を

飲まずもう少し頑張ります。 

岡本 佳男君 本日結婚記念日のお祝いをいただきあり

がとうございます。レナちゃん、リュウ

さん、ようこそ。 

小林勇一郎君 誕生日のお祝いありがとうございます還

暦おめでとうございますと言われますが、

赤いチャンチャンコは似合いません！ 

頼近 龍 君 婚誕生日を祝していただきありがとう昨

日、十五夜、月が満月すごくきれいだっ

た。わが家も月と同じように円満できる

よう努力します。 

坂本 光 君 レナ・サラさん、ようこそ！お誕生日、

結婚祝いを共に迎えられる皆様、おめで

とうございます。 

柳澤 正弘君 妻の誕生祝い並びに結婚記念祝いをいた

だきありがとうございます。これをキッ

カケに二人の距離が縮まればいいなと思

います。 

太田 浩彰君 本日結婚祝い、お誕生日祝いの皆様、お

めでとうございます。 

渡邉 佳寛君 金子会長夫人、石塚幹事夫人、頼近会員、

中川会員、青木会員、菱沼会員の奥様、

ようこそいらっしゃいました。リュウ君



もようこそ。今月もレナのお小遣いあり

がとうございます。来週は真岡女子高の

修学旅行へ行ってきます。 

青木 圭太君 本日、結婚祝いをいただきましてありが

とうございます。今後さらに妻を愛して

まいりますのでよろしくお願いいたしま

す。 

馬場 照夫君 結婚祝い、お誕生日祝いを迎えられる皆

様、誠におめでとうございます。妻の誕

生日祝いをいただきありがとうございま

す。 

田辺 義貴君 10 月に誕生日を迎える皆様、ご結婚記念

日を迎える皆様、おめでとうございます。

日に日に朝晩の気温が下がってきている

今日この頃、かぜなどひかぬよう皆様ど

うぞご自愛ください。 

大森 貴之君 結婚記念日、誕生日を迎えられた会員の

皆様おめでとうございます。 

仲野 新吾君 今月誕生日、結婚記念日をお迎えになら

れる皆様おめでとうございます。10 月と

なれば運動の季節です。10 月 22 日に親

善野球大会もあります。こんな体の自分

が言うのも何なんですが、皆様運動でよ

い汗を流しましょう。 

栁田 耕太君 五行川に鮭が戻ってきます。鮭守の会活

動 15 年目に入りました！ご支援をお願

いします。 

田崎 義典君 お誕生日、結婚記念日をお迎えになられ

た皆様おめでとうございます。めっきり

涼しく(寒く)なりました。今年はインフ

ルエンザのワクチンが足りないとのこと。

体調だけはしっかりと管理していきまし

ょう。 

磯崎 和実君 先日はつたない卓話をお聞きいただきあ

りがとうございました。ＩＣレコーダー

で自分の卓話を聞き直してビックリした

ことがあります。それは、金子会長より

言葉が「なまって」いたことです。 

藤村 三夫君 本日は家内の誕生日招待いただきありが

とうございました。所用でこられずすみ

ません。 

菱沼 孝 君 本日は結婚記念日ということでご招待い

ただきましてありがとうございます。少

しずつ慣れてきました。これからもよろ

しくお願いいたします。 

安田 是和君 先日は歓迎会ありがとうございました。

皆様の暖かい心に日頃の疲れが吹き飛び

ました。 

横松 和美君 新入会員の横松です。先日、新入会員の

歓迎会を開いていただきありがとうござ

いました。今後もよろしくお願いいたし

ます。 

森田 淳 君 10/3 火曜日私のために歓迎会を開いて

いただきありがとうございました。皆様

の仲間に入れた事をとても感謝しており

ます。今後もよろしくお願いいたします。 

 スイマルボックス(10 月 5 日現在) 

 プログラム委員会  🔶 出席委員会 

柳澤 正弘君     太田 浩彰君 

 

 

 

 

前回までのスマイル繰越金 845,500 

会員 130,000 

ビジター 0 

本日のスマイル合計 130,000 

スマイル今期累計 975,500 

前回までの米山繰越金 17,515 

本日の米山 5,796 

米山今期累計 23,311 

合計金額 998,811 

本日の 

プログラム 

10/15 
地区大会 

 

次回の 

プログラム 

10/19 

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 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 21日 55 8 0 48 1 0 100 

本 日 10月 5日 55 3 - 48 0 4 92.73 

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。 


