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 司 会  SAA 久保 賢司 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  

渡邉佳寛夫人  渡邉 佳子 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 

  会長挨拶  会 長 金子   正男 君 

皆さんこんにちは。本日は

月初例会となります。会員、会

員ご夫人の誕生日、結婚記念

日のお祝いをしたいと思いま

す。まずはじめにお客様のご

紹介をさせていただきます。 

渡邉会員夫人佳子様。米山記念奨学生劉家萌君。1年

交換学生マニエレ・レナ・サラさん。ごゆっくりして

いってください。 

先日の 24 日土曜日は真岡ロータリークラブ杯少年

少女バレーボール大会が開かれ、会員の皆さんには早

朝から開会式、表彰式に沢山の参加をしていただき大

変ありがとうございました。大成功のうちに終わるこ

とが出来ました。優勝は野澤会員の地元であります物

部レッドヴィーナスというチームです。そのチームに

は、6 人の中に大きい子が一人いて、粒は揃っており

ませんが、一番小さい 130センチ位の子も一人いまし

た。その子をみんなで庇い合いながら優勝できたのが

素晴らしく感動いたしました。表彰式の際にその子に

声をかけてみたら、3年生とのことでした。「頑張って

ね」と声をかけたら「はい」と無邪気な少女の笑顔を

見て、私も小さい頃はこんなに素直だったのかなと思

いました。 

今月の 25 日にはインターシティミーティングが開

催されますので、ご協力よろしくお願いいたします。

また、今月は識字率向上月間とローターアクト週間に

なっております。ユネスコの発表によると、読み書き

が出来ない非識字者が世界に 8億人弱もいると言われ、

その 2/3 は女性です。日本では少子化でこんなに悩ん

でいるのに、現在世界では年間 8,000万人の割合で人

口が増え続けており、約75億人を超える人口となり、

ユネスコでは世界の緊急課題である人口問題、環境問

題の解決も識字率向上にかかっていると指摘してお

ります。 

ロータリーでは識字率の向上に役立つ CLE という

勉強法があり、子供達の未来を開く言語教育法である

と言われております。 Concentrated Language 

Encounterの頭文字を取った略語だそうです。日本語

では「語学集中研修」と言い、オーストラリアのブラ

イアン・グレイという方が開発されたとされておりま

す。タイではタイのロータリアンが推し進め、今では

タイ全土で採用されているそうです。また、フィリピ

ンでは文部大臣に CLE が承認され、マニラ近郊の小

学校から波及され、今現在 50 万人以上の子供達が英

語を学び、喜んでもらっているとされています。その

事業を行ったのは、日本の尼崎西 RCとされています。

識字率向上は、貧困から脱却する有効な手段とされて

いることからも会員の皆様には、世界にはまだこのよ

うな子供達、大人達がいることを頭においていただき

たいと思います。また RI も補助金を使って「援助し

ているということ」を伝えて会長挨拶とさせていただ

きます。 

 

MU会場案内 

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 
宇都宮 90 東武ホテルグランデ 
小山中央  思水荘 

真 岡 西 フォーシーズン静風 
宇 都 宮 東武ホテルグランデ 
宇都宮東 ホテルニューイタヤ 

益   子 益子カントリー 
しもつけ 石橋商工会館 

宇都宮西 東武ホテルグランデ 
宇都宮北 宇都宮グランドホテル 

小山東 小山グランドホテル 
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 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 

 

 

 

 

 

 3月誕生祝 

～会員～ 

  8日 小倉 俊昭君 

 13日 淡路  晃君 

 16日 篠原 宣之君 

 22日 廣田  茂君 

 27日 齊藤 敏彦君 

 30日 石田 順一君 

 31日 菱沼  孝君 

 ～会員夫人～ 

  5日 廣田 典子様 

 20日 福原 和恵様 

 25日 野澤 佳子様 

 26日 淡路 智晴様 

 30日 渡邉 佳子様 

◆３月結婚記念日祝 

3日 柳  浩雄君 ・ 洋子様 

6日 宗像  拓君 ・ 寿子様 

8日 廣田  茂君 ・ 典子様 

13日 野澤  巧君 ・ 佳子様 

20日 石川 久雄君 ・ イメルダ様 

29日 福原 一郎君 ・ 和恵様 

31日 森田  淳君 ・ 亜希子様 

 

 

 

 乾杯    石田 順一 君 

ゲストの皆さんいらっしゃ

いませ。ごゆっくりしていっ

て下さい。金子会長も半年が

過ぎて挨拶も随分流暢になり

毎週楽しみに挨拶を聞かせて

いただいております。どうぞ

あと少し頑張っていただきたいと思います。 

今月は春の彼岸です。どうぞ皆さんご先祖様にはし

っかりとご供養をお願いいたします。 

今月誕生月を迎えられました会員・ご夫人の皆様、

結婚記念月を迎えられましたカップルの皆様、大変お

めでとうございます。今後幸多かれと幸せな毎日が過

ごせますように乾杯！ 

 幹事報告   石 塚  龍 夫  君 

本日第 9 回目の通常理事会

が開催されました。 

① 花見例会 ～ 義務登録費

用 4,000円。4月 5日（木）

18時 30分リス村にて 

② 義務登録費用引落し  ～ 

花見例会 4,000円、60周年記念式典のための今年

度負担金 10,000 円、社会奉仕事業 6,000 円合計

20,000円を 3月 15日引落し 

③ 創立 60周年記念事業委員会組織案 

④ 新入会員推薦申込 ～ 芳賀町の方 

⑤ 3月プログラム ～ 3/1：月初例会、3/8：外部卓話

(石坂 JC理事長)、3/15：内部卓話(職業 PR3分間

スピーチ)、3/22：振替休会、3/25：IM、3/29：特

別休会 

⑥ 2月会計報告 ～ 理事会承認 

⑦ 会員増強報告 ～ あと 3～4 名程度入会候補者あ

り。増強いずれの項目も県内 RC第一位 

⑧ 一年交換学生報告 ～ 順調に過ごしています。た

だここ数日体調を崩す。明後日 3～4日久保エレク

トが京都旅行へ。全国交換学生対象スキーツアー

参加(白馬 RC 主催)～3/27・28・29。帰国日決定

7/8(日)皆で見送りお願いします 

⑨ クラブ慶弔規定・疾病規定の変更について ～ 金

子年度で決着させる方針。退会会員の夫人は非対

応、退会後 5～10 年で区切って良いのではとの意

見多数。疾病規定で見舞い受け取るとスマイルで

出すので削除しても良いのではとの意見等々。 

⑩ クラブ細則変更 ～ IM登録料 6,000円から 8,000

円への値上げに伴う年会費変更 

⑪ 台湾東部地震地区義捐金募集 ～ 会員 1 人 1,000

円とし 60,000 円をスマイルから拠出することで

理事会承認 

⑫ 60 周年記念式典招待状出状 ～ フィリピンプリ

ランダイヤモンド RC から 10 名程度参加意向表

明 

 

 

一年間、

大変お世

話になり

ました。 

真岡 RCを忘

れないでね! 

日本との架け

橋になってね! 



 スマイルボックス報告  平石  典嗣  君 

金子 正男君 渡邉会員夫人

佳子様、劉家

萌君、レナち

ゃ ん よ う こ

そ。劉君最後

になりました

ね。忘れないで下さい。今月結婚記念

日、誕生日を迎えられる皆さんおめで

とうございます。 

石塚 龍夫君 誕生日、結婚記念日をお迎えの会員・

ご夫人の皆様おめでとうございます。

渡邉夫人佳子様いつもレナをありがと

うございます。劉君今日が最後となり

ます。これからの人生頑張って下さい。

加油！ 

久保 康夫君 今月結婚記念日、誕生日の皆様おめで

とうございます。渡邉夫人ようこそ。

レナちゃんの受け入れに対し感謝の言

葉も見つかりません。大役本当にあり

がとうございます。 

岡本 俊夫君 篠原泉さん、森田さん、見目御夫妻昨

夜はお世話になりました。まさに三寒

四温のこの頃御自愛下さい。 

辻  達男君 劉君ご卒業ご就職おめでとう。これか

らは社会人として又米山学友会のメン

バーとしての活躍を期待しております。 

石田 順一君 誕生祝をいただきましてありがとうご

ざいます。今となってはロータリーの

みなさましか祝ってくれません。 

野澤  巧君 結婚記念、妻の誕生日お祝いを頂き誠

にありがとうございます！！心よりよ

ろこんでいます！！感謝！！妻は今日

会社の支払い日で欠席をさせていただ

き誠に申し訳けございません！！ 

齊藤 敏彦君 本日誕生日、結婚記念日を迎えられた

会員並びに御夫人の皆様おめでとうご

ざいます。私も誕生日祝いを頂きあり

がとうございます。 

中川 宏行君 3 月誕生日、結婚記念日の皆さんおめ

でとうございます。楽しんでいってく

ださい。 

大堀 文雄君 お誕生日、結婚祝いお目出とう御座居

ます。 

小林勇一郎君 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。本日岡本PPに

会ったとたん鼻血が止まらなくなりま

した。即安田院長に連絡いただきあり

がとうございました。愛を感じました。

安田院長お世話になりました。ありが

とうございました。 

久保 賢司君 今日、娘の高校の卒業式でしたが、RC

の社会を重んじる私は、途中退席し例

会に出席しております。金子会長こん

な私を誉めて下さいね。 

坂本 光 君 先日のロータリーバレーボール大会に

は多くの会員の皆様のご協力ありがと

うございました。又本月誕生月結婚月

を迎えられる会員ご夫人大変おめでと

うございます。 

渡邉 佳寛君 妻の誕生日祝とレナのおこづかい誠に

ありがとうございます。中年と少女に

はさまれて幸せな生活を送っておりま

す。 

宗像  拓君 今月誕生日、結婚記念日を迎えられま

す皆様おめでとうございます。私も結

婚記念祝いをいただきありがとうござ

いました。 

栁田 耕太君 卒業式の季節、元気な姿のびやかに！ 

磯崎 和実君 本日結婚祝、誕生日祝の皆様大変おめ

でとうございます。 

藤村 三夫君 誕生日、結婚記念日をむかえられる方

お目出とうございます。今年に入って

うなぎの値上がりがとまりません。ど

こまでいくのか？心配です。 

菱沼 孝 君 3月に入りました。今月誕生日、結婚記

念日をむかえる会員のみなさまおめで

とうございます。年度末がんばりまし

ょう。 

 スイマルボックス(3月 1日現在) 

 プログラム委員会 

 柳澤 正弘  君 

 

 

 

 

 出席委員会 

 馬場 照夫 君 

前回までのスマイル繰越金 1,967,500 

会員 52,000 

ビジター 0 

本日のスマイル合計 52,000 

スマイル今期累計 2,019,500 

前回までの米山繰越金 47,693 

本日の米山 6,290 

米山今期累計 53,983 

合計金額 2,073,483 



 

本日の 

プログラム 

3/8 

外部卓話

石坂 JC       

理事長 

次回の 

プログラム 

3/15  

内部卓話 

月間予定 

出席者     出席報告   出席委員会 馬場 照夫君 

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 2月 15日 58 7 2 45 1 5 91.53 

本 日 3月  1日 58 9 - 43 1 7 88.14 

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 90.42      

※例会欠席は AM10:00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。 

 

真岡ロータリークラブ杯 

第 34回真岡市小学生 

交流バレーボール大会 

 

優勝   

物部レッドヴィーナス 

準優勝  

大内西 

バレーボールクラブ 

第 3位  

市貝スポーツ少年団 

逆川 VC 

 

 


