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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  手に手つないで 

 ゲスト  

大瀧和弘夫人  大瀧百合子 様 

豊田光弘夫人  豊田 明美 様 

米山記念奨学生  劉  家萌 君 

一年交換学生 マニエレ・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。はじめ

にお客様のご紹介をさせてい

ただきます。小倉俊昭さん。小

倉さんにおかれましては再婚

ではなく再入会となります。

後ほどバッチを授与したいと

思います。豊田会員夫人明美様、大瀧会員夫人百合子

様、米山記念奨学生劉家萌君、一年交換学生マニエレ・

レナ・サラさん。本日は月初例会です。会員、会員ご

夫人のお誕生日、結婚記念のお祝いとなりますので、

ごゆっくり楽しんでいっていただきたいと思います。 

先週の例会は体調不良によりお休みになってしま

い会員の皆様にはご迷惑をおかけして大変申し訳ご

ざいませんでした。すっかり良くはなったのですが、

先輩会員、PP には体調には十分気を付けて下さいと

言っておきながら、私はまだまだ自分では若いから大

丈夫と心の中で思っておりましたが、人生初のインフ

ルエンザにかかってしまいました。膝は痛いは、足は

痛いは、頭は元々良くないので頭はいつも痛いのです

が、インフルエンザはこんなに大変なんだと人生初め

て知りました。あまりの痛みに病院に勤務している娘

に相談したら、痛み止めを飲めばいいんだよと言われ、

慌てて市販の痛み止め買いに行って飲んだところよ

うやく夜寝られてほっとしました。インフルエンザを

体験して振り返ってみると「あれ！私も年なんだ」と

つくづく感じる 10 日間でした。残り 5 ヶ月体調に注

意して万全で行きたいと思いますので、よろしくお願

い致します。私から言うのも何ですが、世間ではテレ

ビ報道等で A 型も B 型も大流行していると伺ってお

ります。亡くなっている方もおりますので、帰宅後は、

うがい手洗い、食べたら歯磨き、夜は十分な睡眠とド

クターも言っておりましたので、十分気を付けて今年

の寒い冬を乗り越えて下さい。 

さて、今月はクラブ協議会、RC 少年少女バレーボ

ール大会が予定されており、23日は RI創立記念日で

あり、世界理解月間でもあります。ちょっと面白い話

ですがポール・ハリス、アーサー・シェルド、米山梅

吉と言えば皆さん知っていると思いますが、3 人とも

1868 年明治元年の生まれとされております。日本は

明治維新の年、米は南北戦争後 3年の激動の時代だそ

うです。米は 1871 年 10 月 8 日の大火の災害を克服

して、1893 年にシカゴの万国博覧会を開催したそう

です。その時日本館の解説者として米山梅吉が働いて

いたと言われており、後年帝国ホテルを設計したフラ

ンク・ロイド・ライトは、万国博覧会の日本館から大

きな影響を受けたと言われております。今日はちょっ

と違った視点からロータリーを見てきましたが、今後

の RI国際大会が今年はカナダのトロント、2019年は

ドイツのハンブルグ、2020 年はアメリカのハワイホ

ノルル、2021 年は台湾の台北で順次開催される予定

となっております。野澤年度はハワイで相当豪華に出

来るような気がします。その次の年度は台湾斗六 RC
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と一緒に台湾で、また近い将来フランスで開催される

ようなことがあれば、私もレナちゃんも何歳になって

いるか分かりませんが、レナちゃんのエスコートで真

岡 RCみんなで行くことが出来たら素晴らしいなと希

望と期待をこめて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 

 一年交換学生  マニエレ・レナ・サラさん 

 新入会員紹介   大 越  正 和  君 

小倉俊昭さんのご紹介をさ

せていただきますが、前年度

まで真岡 RC に在籍しており

ましたので皆さん良くご存知

であると思います。60 周年を

迎えるにあたり、会員増強委

員会で小倉さんにお声をかけさせていただきました。

そしたら、ロータリーは嫌いではないけれどもとおっ

しゃっておりましたので、ロータリーの大変な役割は

やらずに、ロータリークラブ

を楽しんでいただきたいとい

うことで戻ってきていただき

ました。皆様今後ともよろし

くお願い致します。 

 バッチ授与 

 新入会員挨拶   小 倉  俊 昭  君 

皆様こんにちは。出戻りの

小倉でございます。1年半ぶり

の例会です。会員の数がだい

ぶ多くなりましたね。それと

国旗とロータリー旗が小さく

なった気がします。このほど

ご縁があって皆様の仲間に入ることになりました。何

も出来ませんが一生懸命協力しますのでよろしくお

願い致します。 

 2月誕生祝 

～会員～ 

  4日 田村 浩次君 

 26日 石塚 龍夫君 

 26日 馬場 照夫君 

 

 

 ～会員夫人～ 

  9日 栁田 育子様 

 14日 栁田 直美様 

◆2月結婚記念日祝 

8日 大瀧 和弘君・百合子様 

19日 豊田 光弘君 ・ 明美様 

24日 小林勇一郎君 ・ 典子様 

26日 川堀 哲男君 ・ 典子様 

 乾杯    広瀬 紀夫 君 

寒い日が続いております。今

日もまた雪が降ると言ってい

ます。雪見酒もいいんですが、

残った雪を処理するのは大変

なことだと思います。積もらな

いでくれるといいなと思って

います。会長はひきましたが、風邪などひかないよう

に体に気をつけてお過ごし下さい。改めて入会してく

れた小倉君が益々活躍してくれるよう、本日誕生月を

迎えられた皆さんが幸せに暮らせるよう、結婚記念月

を迎えられた皆さんが益々仲良くいられるよう皆さん

と一緒に乾杯したいと思います。乾杯！ 

 幹事報告   石 塚  龍 夫  君 

本日第 7 回目の理事会が開

催されました。 

① 少年少女バレーボール大

会 ～ 2月 24日（土）8時

20 分集合 8 時半開会式真

岡市体育館 

② IM 義務登録金額値上げについて ～ 6,000 円 → 

8,000円理事会承認 

③ 今月プログラム変更 ～ 8 日外部卓話 → 内部卓

話（新入会員）、15日内部卓話 → 外部卓話（石坂

真岡市長） 

④ 炉辺会合 ～ 今回エリア別に 4 グループ編成、A

グループ：仲野新吾座長、B グループ：見目良一

座長、C グループ：青木圭太座長、D グループ：

田辺義貴座長 

テーマ：①慶弔規定の見直し 

②ロータリーの楽しみ方 

⑤ 1月度会計報告 ～ 理事会承認 

⑥ 会員増強報告 ～ 小倉会員入会により会員総数

60名達成。あと 3名程度増強したい方針。 

⑦ 一年交換学生報告 ～ 渡邉ホストファミリーは、

仕事柄 2、3 月の入試時期に業務繁忙となるため、

土日のみでも対応していただくことが可能な会員

は申し出て下さい。お願い致します。 



 委員会報告  青少年奉仕委員会 坂本  光 君 

少年少女バレーボール大会

が 2月 24日（土）に開催され

ます。8 時 20 分集合、8 時半

開会式、真岡市総合体育館で

す。準備を含め皆様のご協力

をお願い致します。 

 節分への心得      栁 田  耕 太  君 

 短めに季節の話を致しま

す。早速節分が近づきますが、

節分の次が立春で、立春の次

が初午と春の行事が続きま

す。私たちは何気なく 1月 1日

の元日から 365 日で 1 年が終

わるという時間のものさしで生きています。このもの

さしを使い始めたのは今から 145年前です。明治5年。

明治維新から全ての制度が変わりました。今から 150

年前の明治元年の栃木県はどうだったかと言います

と、実は明治元年の 6月に、ここは徳川幕府の直轄領

だった関係ですぐに官軍に制圧され、真岡が第一号の

真岡県になりました。鍋島さんが県知事で赴任しまし

た。翌年日光県に合併しました。その後 4、5 年後に

栃木県に合併し、その後宇都宮県と栃木県となり今の

栃木県が出来ました。芳賀郡の中で日光県に合併した

のは真岡だけで、益子・市貝・茂木は宇都宮県に合併

しました。そういう意味では芳賀郡も、真岡とそれ以

外の地域では歴史の流れがちょっと違うということ

になります。 

明治維新になって変わったことは、まず暦が変わる。

服装が変わる。食べ物が変わる。それから何といって

も明治の元勲の方々は世界を歩いた関係で機関車を

含めた文明を日本に取り入れました。大事業を成し遂

げたおかげで今日我々は豊かな生活が出来るといっ

ても過言ではないと思います。今は旧暦ではまだまだ

正月・旧正月になっておりません。あと 2週間ほどで

寒が和らぐようなことがテレビ等では報じられてい

ますが、1 ヶ月ぐらい季節が違いますので皆様方用心

をして下さい。節分には大きな声で福は内、鬼は外と

豆まきをして厄払いをしていただければと思います。

49 歳、59 歳、69 歳、79 歳、89 歳の時に厄払いをす

ると必ず幸運が訪れると言われておりますので、その

時はまた大前神社にお越しいただければと思います。 

 スマイルボックス報告  平石  典嗣  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。小

倉さん入会おめでとうございます。又

よろしくお願い致します。私が先週休

んでいる中、増強に力をそそいで頂い

た大越委員長はじめ篠原泉 PP、岡本

PP、広瀬 PP、齊藤会員、幹事大変あり

がとうございました。頭が下がりっぱ

なしです。 

石塚 龍夫君 小倉さんお待ちしておりました。又一

緒に楽しみましょう。誕生日、結婚記

念日をお迎えの皆様おめでとうござい

ます。豊田夫人、大瀧夫人いらっしゃ

いませ。劉君、レナちゃんインフルエ

ンザにかからないように！ 

久保 康夫君 結婚記念日、誕生日の皆様おめでとう

ございます。小倉さんまたよろしくお

願いします。豊田さん、大瀧さんの奥

様ようこそ！ 

岡本 俊夫君 阿久津君の入会と小倉俊昭君の再入会

を心より歓迎します。楽しんでくださ

い！！頼近さん明日の夜は宜しく！！

誕生日、結婚記念日を迎えられる皆様

の御健勝を祈ります。 

広瀬 紀夫君 小倉さんの入会を歓迎します。 

田村 浩次君 誕生日祝いただきありがとうございま

す。いよいよ年金満額いただく年齢と

なりました。今後は国家に迷惑をかけ

ない程度に長生きをしたいと思います。 

市村 忠男君 今月誕生日、結婚記念日を迎える皆様

おめでとうございます。大変寒い日が

続いております。体調には十分ご留意

下さい。大瀧さん、豊田さんの奥様、劉

君、レナさんようこそ。 

中川 宏行君 誕生月、結婚記念月の皆様おめでとう

ございます。先月 12日に初孫が誕生し

ました。爺ちゃんの仲間入りです。 

大瀧 和弘君 結婚記念日のお祝いをいただきありが

とうございます。結婚 26年目を迎えま

した。これからもよろしくお願いしま

す。 

大堀 文雄君 先日の雪が残っているところに又雪が

降りそうです。困りました。 

大越 正和君 今月誕生日、結婚記念日の皆様おめで

とうございます。小倉さん再入会おめ

でとうございます。先日は篠原泉 PP、

岡本 PP、広瀬 PP、石塚幹事、齊藤会

員、会員増強にご協力頂き大変ありが

とうございました。お世話になりまし

た。 

小林勇一郎君 結婚記念日のお祝いをいただきありが

とうございます。数輪咲いた庭のロウ

バイも、この寒さでしぼんでしまいま

した。春が待ち遠しいです。小倉さん

またよろしくお願いします。 

豊田 光弘君 結婚記念祝いをいただきましてありが

とうございます。今年で 34周年を迎え



ます。本日、夕方は人間国宝野村万作

の「狂言」を見てきます。 

栁田 尚宏君 本日は妻の誕生祝をいただきありがと

うございます。今月結婚祝い月、誕生

月の皆さんおめでとうございます。 

坂本 光 君 今月誕生日、結婚祝の皆様おめでとう

ございます。青少年委員より 2/24（土）

に少年少女バレーボール大会が 8:30

より開催になります。皆様のご支援ご

協力お願い致します。 

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 いつもレナのお小遣いありがとうござ

います。今月もレナは元気です。 

田辺 義貴君 2 月にお誕生日、ご結婚記念日を迎え

られる会員の皆様、会員ご夫人の皆様

おめでとうございます。今月も残り 11

ヵ月となりました。昨年よりなにか 1

つでも成長出来るよう残り 11 ヵ月謙

虚にして驕らず頑張っていきたいと思

います。 

仲野 新吾君 今月お誕生日、結婚記念日を迎えられ

る皆様おめでとうございます。今日入

会される小倉様おめでとうございます。

2 週続けて例会お休みして申し訳ござ

いませんでした。 

栁田 耕太君 妻へのお祝ありがとうございます。49、

59、69、79、89才の厄祓いすると幸運

が訪れます。 

磯崎 和実君 本日結婚祝、お誕生日祝の皆様おめで

とうございます。 

藤村 三夫君 今月お誕生日、結婚記念日を迎えられ

る方大変お目でとうございます。 

菱沼 孝 君 今月誕生日、結婚記念日の皆様おめで

とうございます。今日流れる BGM の

オンリーユーがとても気持ち良いです。

誰のチョイスなんでしょうか。 

安田 是和君 年末・年始出席できず申し訳ありませ

ん。インフルエンザがはやっています。

酒を飲んで免疫力をつけましょう。 

小倉 俊昭君 会員の皆様お久しぶりです。又皆様の

仲間となりましたのでよろしくお願い

致します。 

 スイマルボックス(2月 1日現在) 

 プログラム委員会 

 淡路  晃  君 

 

 

 

 

 

 

 出席委員会 

 太田 浩彰 君 

 

前回までのスマイル繰越金 1,741,500 

会員 89,000 

ビジター 0 

本日のスマイル合計 89,000 

スマイル今期累計 1,830,500 

前回までの米山繰越金 41,842 

本日の米山 5,851 

米山今期累計 47,693 

合計金額 1,878,193 

本日の 

プログラム 

2/8 

新入会員 

内部卓話 

 

次回の 

プログラム 

2/15  

石坂真岡市長 

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 60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 1月 18日 57 8 1 43 1 6 89.66 

本 日 2月  1日 58 1 - 54 0 3 94.83 

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 90.44 88.25 87.77 91.23       

※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。 


