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◆ 司 会  SAA 久保 賢司 君 

◆ 点 鐘  会 長 金子 正男 君 

◆ ロータリーソング それでこそロータリー 

◆ 会長挨拶  会 長 金子 正男 君 

本日は当会場で最後の会長

挨拶です。会長を退任したあ

とどこに座ろうかと考える

と、少し寂しい気がします。本

日下野新聞の県央・宇都宮版

にレナちゃんの記事が載って

いました。真岡女子高の行事で、扇子を持って笑いな

がら活動している姿を見ると、一年間受け入れて良か

ったとつくづく感じました。7 月 1 日第 60 代久保会

長が誕生致します。宇賀神会長より引継ぎ、久保会長

になんとか引き渡すことができました。 

「真岡 RCは永遠に不滅です」巨人軍長嶋終身名誉

監督のセリフを借用しましたが、私にとって長い様な

短い様な多忙な一年でした。会員の皆さんの「ロータ

リー愛」を感じながら、沢山のご協力を頂きました。

また 11 名の仲間も迎える事も出来ました。後ほど会

長総括をさせて頂きますが全ての会員の皆さんに、そ

して事務局の野澤泉さんに深く感謝申し上げます。一

年間大変ありがとうございました。以上簡単ではあり

ますが会長挨拶とさせていただきます。 

◆ 幹事報告      石塚  龍夫  君 

先ほど会長からも案内があ

った、今日の下野新聞に「荒城

の月」を舞っている扇子姿の写

真が大きく載っています。出だ

しの文章は真岡 RC の交換学

生マニエレ・レナさんですと紹

介されていました。ばっちり真岡 RCのコマーシャル

が出来、青少年委員会良くやったという気持ちで一杯

です。皆さんも是非ご覧ください。また真岡女子高HP

にも今回の様子が、既にカラーで掲載されていますの

で併せてご覧下さい。 

・地区青少年交換委員会より 

 ～日本から海外に留学する学生向け 2019-20 年度

一年交換学生募集要項について、7/21申込書必着 

・本年度最終例会案内 

 ～来週分例会を明日 6/15 振替開催、18 時 30 分静

風にて 

◆ 委員会報告 

次年度出席委員会・60周年記念事業委員会 

渡邉 佳寛 君          

7/5（木）に久保・小林年度

の最初の例会を開催します。

出席率 100%で開催したいと

思いますので。都合のつかな

い方は、事前メイクをお願い

します。 

近日中に第 3 回準備委員会を開催し 60 周年記念事

業の内容を決定したいと考えていますので、会員の方

の出席及びご協力をお願いします。 

◆ 会長総括      金子  正男  君 

先ず真岡 RC 全会員の皆様に、第 59 代会長の職を

全うできましたことに深く感謝申し上げます。 

昨年 7月 6日第一回例会前に石塚幹事と大前神社に

参拝し、栁田会員に祈祷していただいてから例会に臨

みました。初めての例会には宇都宮 RC 印出井会長、

萩原益子 RC会長、大畑幹事、入江真岡西 RC会長、

七海幹事をお迎えしました。スタートから藤村、菱沼

両会員のバッジ授与ができ、良い船出ができたと思い

ました。 

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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8 月 3 日、芳賀赤十字病院安田院長が入会されまし

た。篠原泉 PP、岡本 PPお世話になりました。大越会

員増強委員長と石塚幹事は裏でガッツポーズをして

いた気がします。 

8月 16日、一年交換学生のマニエレ・レナ・サラさ

んが来日し、総勢 8名で成田空港に迎えに行きました。

初対面でしたがレナさんだと直ぐ分かり、キュートな

子だったことを鮮明に覚えております。 

8 月 25 日、納涼家族例会兼レナさん歓迎会が静風

で開催され、中島ガバナー補佐はじめ事務局、各クラ

ブの会長、幹事にも出席いただき大変盛り上がりまし

た。地区青少年交換委員でレナさん担当の田沼 RC山

崎様には大変感謝されたことを覚えています。 

8 月 17 日～20 日、渡邉国際奉仕委員長を団長にフ

ィリピンのプリランダイヤモンド RCと交流をしてき

ました。今後の国際奉仕活動のあり方について、私の

第 2の方針の中で海外クラブとの交流の活発化を掲げ

ており、今後も慎重に進めて参りたいと思います。 

9 月 7 日、ガバナー補佐公式訪問に中島ガバナー補

佐を迎え、地区増強委員公文様より会員増強の卓話を

頂きました。 

9 月 21 日、ガバナー公式訪問に太城ガバナーを迎

えご指導をいただきました。太城ガバナーには森田、

横松両会員のバッジ授与式をお願いし、スタートより

5 名の入会者を迎え、真岡 RC に若い力が増え益々勢

いに乗っていくことをご祈念しますと力強い言葉を

いただきました。 

10日 15日、地区大会が宇都宮グランドホテルで開

催され、記念セミナーではブランド総合研究所田中章

雄氏の講演が行われ「栃木県ブランド力 up のシナリ

オ」と題し北関東団子 3県から抜け出すにはをテーマ

に話されました。 

10月 19日、地区大会長寿会員表彰を例会で行いま

した。岡部貞一郎会員 89歳 3ヶ月、杉村久夫会員 84

歳 1ヵ月の表彰でした。また 2018～19年度第 4グル

ープガバナー補佐の委嘱状が石田順一 PP に授与され

ました。 

10月 26日、真岡市老人身障者合同スポーツ大会が

開催され、1200 食分の豚汁はあっという間に無くな

り、久保エレクトはじめ参加会員の全てに感謝です。

これが社会奉仕ですねと言った栁田委員長のどや顔

がとても印象的でした。 

11月 2日、例会終了後、ノミニー指名委員会を開催

し久保エレクトに対して次年度副会長、幹事、会計及

び理事候補 8名以内の指名を要請しました。 

11 月 10 日～13 日、台湾斗六市の姉妹クラブ斗六

RCに公式訪問してきました。親睦旅行を兼ね 28名の

参加で大いに勉強してきました。見目姉妹クラブ委員

長、中川親睦委員長、参加の皆さん大変感謝しており

ます。 

12月 7日、年度折返し間近に日下田会員を迎え、前

半 6 名増強でき、大越委員長、岡本 PP、三澤さんに

感謝です。 

12月 21日、忘年家族クリスマス例会が静風で開催

され大変盛り上がりました。久保賢司 SAA、中川親睦

委員長はじめ委員会の皆さん、菱沼トランペッターに

も感謝です。 

1月 6日～7日、真岡サッカー協会、真岡 RC主催、

真岡市後援の第 34 回真岡ロータリー杯争奪少年サッ

カー大会が開催され、夜の歓迎懇親会は大変盛り上が

りました。今回日本サッカー協会後援会理事長で元オ

リンピックメダリスト松本育夫様より記念のトロフ

ィーが寄贈され、選手たちもフェアプレーに燃えてお

りました。今回は岡本真岡サッカー協会長に後光がさ

しておりました。協賛と商品提供の皆さん、それから

坂本青少年委員長に感謝いたします。 

1月 9日、新年会が藤村会員のうな源別館で行われ、

料理に舌鼓を打ちながら開催できました。中川親睦委

員長大変ご苦労様でした。自分自身の未熟さも感じた

新年会でした。 

1月 11日、年明け最初の例会に阿久津新会員を迎え

入れ、バッジ授与式を行いました。将来が楽しみです。 

1 月 25 日、私はインフルエンザでダウンし急遽久

保エレクトに代役をお願いしました。後日聞いた所で

は急な代役にも拘らずスムーズにこなしたそうです。 

2 月 1 日、小倉会員にカムバックしていただき、大

変心強くありがたく感じました。増強委員会の皆さん

に感謝し通しです。 

2 月 24 日、真岡 RC 杯小学生交流バレーボール大

会が開催されました。試合は熱戦の末、物部レッドヴ

ィーナスの優勝で幕を閉じました。開会式、表彰式に

参加の皆さん、坂本青少年委員長はじめ準備に関わっ

ていただいた皆さんご苦労様でした。 

3月 15日、米山奨学功労表彰が 6回目の木村会員、

5 回目の辻会員、1 回目の小林、久保両会員に贈られ

ました。おめでとうございます。 

3 月 25 日、第 4 グループ IM が飯村パストガバナ

ー来賓の中盛大に開催され、第 4グループの結束が強

くなった気がしました。今度は石田ガバナー補佐を中

心に IM 実行委員会もできることになりますので頑張

りましょう。 

4 月 5 日、リス村での花見例会が開かれ、花も私と

一緒で散り頃でしたが大いに盛り上がりました。久保

SAA、中川親睦委員長、太田会員いつも感謝です。 

4 月 15 日、第 4 グループ合同ゴルフコンペが益子

CC で開催され、久々に真岡 RC が団体戦で優勝し、

打ち上げはダイニング縁で盛大に行い、美味しい焼肉

を食しての大祝勝会となりました。森田会員安く美味

しい肉を出していただき大変お世話になりました。 

5月 10日、小金、廣澤両会員の入会で合計 10名の

増強となり、私の今年度一番の目標が達成しました。

大越増強委員長、増強委員会、全ての会員の皆様に深

く感謝いたします。小金会員、廣澤会員将来を期待し

ています。また乾杯の際に岡本 PP から豊田会員夫人

明美様が、入会より皆出席と聞き豊田会員の家庭での

立場が分かった気がしました。この日から米山奨学生

李峰宇君を真岡 RC でお世話することとなりました。

広瀬カウンセラーよろしくお願いいたします。 

6 月 7 日、最後の月初例会となり肩の荷が下りた気

がしました。その上田辺新会員を最後に迎える運びと

なり、最高の最後の月初例会でした。篠原宣之 PP、岡



本 PP、大越増強委員長大変ありがとうございました。

今年度 11 名の増強で久保エレクトに引き継ぐことが

できました。 

最後に現況報告書にも掲載しましたが、「スタート

より 60周年を 60名で迎えよう！」と会長方針を打ち

出して船出をしました。そんな中一年交換学生を急遽

フランスから受け入れることとなり、想定外の事態発

生で心配な門出となりした。しかし私のスローガンで

ある「ロータリー愛」で全会員の皆様、地区委員の方

のご協力でレナさんも充実した日本の学生生活が送

れたと思っています。岡本 PP はじめ会員の皆様にも

日本各地に連れて行っていただき、渡邉ホストファミ

リーにも守られ幸せな一年であったと思います。渡邉

ホストファミリーに感謝です。 

また任期中に真岡 RC 第 29 代会長入江武司様と第

41 代会長野澤守様が逝去され残念な一年でもありま

した。昨年 11月には岡本 PPの母静子様が逝去され、

告別式には台湾斗六 RCより弔辞が届きました。人生

初の代読経験で、心臓の激しい鼓動が私の細い（？）

体全体に伝わり大変でした。岡本ガバナー補佐事務局

の時、第 2550 地区会長幹事会の際に現況報告を代理

発表した時と合わせると二度目ですが、私も少し成長

させていただきました。一年間会員の皆さんの「ロー

タリー愛」を感じつつ、真岡 RC 第 59 代会長を無事

務め上げられましたことに対し、パスト会長の皆さん、

五大委員長の皆さん、各委員長、委員の皆さん、事務

局の野澤泉さん、最後に私のことを理解し、支えてく

ださった最強の石塚幹事に深く感謝申し上げます。一

年間大変ありがとうございました。 

◆ 幹事総括      石塚  龍夫  君 

皆様一年間「愛」を持って見守りいただき誠にあり

がとうございました。本年度金子年度のテーマは「ロ

ータリー愛」です。第一回クラブ協議会でこれを発表

した時には「ちょっとふざけている」という声も聞こ

えましたが、このテーマは思い付きではなく金子会長

が熟考に熟考を重ね、体の中から滲み出てきた言葉が

「愛」でした。ともすれば軽薄そうに聞こえますし、

日本人にとってはなかなか口には出せない「愛」とい

うテーマに対して、金子会長は一年間、まさに戦国武

将直江兼続の如く「愛」を全うしてきました。本日こ

こで棄却しますが、一年間「愛」を持って楽しい雰囲

気の中やってこれたことは、皆様のご協力の賜物と厚

く御礼申し上げます。金子年度スタートにあたり、幹

事に対し出た指令は「金が無い」と言うなでした。但

し金は有効に使っていこうでした。そこで会費を上げ

る訳にはいかない、よって会員を増やして会費総額を

上げようと二人で考えました。そのため「60周年に会

員 60 人」を金子年度最重要課題としました。金子年

度は 52名でスタートしましたので、通常は 52名で予

算書を作りますが、強気に 56名、最終 60名を想定し

て予算書を作成しました。中間で 4 名増、会費が 88

万円増加する前提で予算編成し、もし未達成なら二人

で腹を切る覚悟でした。来年度は 60 周年ですので、

今年度はその繋ぎの年度として運営しました。一方で

今年度中に実行委員長、開催日、個人負担金の大枠等

を決定しなければならない、つまり全て今年度の働き

によって 60 周年の成否がかかっていると言っても過

言ではない重要な年度でしたので、先手先手を打って

やってきました。 

そういった中、昨年の連休明けに中島ガバナー補佐

から一年交換学生の連絡がありました。通常はこの時

期に話が来ることはない全く想定外の話でしたので、

二人で相当悩みました。結果的には皆様方に様々なご

支援をいただき、渡邉ホストファミリーにも受けてい

ただけ、素晴しい一年を迎えることができ本当に感謝

です。私の中で本年度 MVP は間違いなく渡邉ホスト

ファミリーです。 

一年を振り返ると私の中では 85%位の事業は執行

できたと思っております。ただ今年度主要方針のひと

つである国際奉仕事業の活性化については課題を残

したと思っております。 プリランダイヤモンド RCに

広瀬 PP を団長とし過去四度行っており、今年度も現

地視察の予算を計上し昨年 8 月に行って頂きました。

実は金子年度スタート前の 3月に私一人でプリランダ

イヤモンド RCの会長幹事に会いに行きました。その

目的は、60周年の目玉としてグローバル補助金を活用

できないかを確認するためです。繰り返し折衝を重ね

たものの、結果的にはグローバル補助金事業はできな

かったようです。しかし、理事会で承認をいただき 60

周年にプリランダイヤモンド RCのメンバーをお迎え

することができるのは、せめてもの救いだったと思っ

ております。 

皆様のご協力により一年間笑顔を絶やさずにやっ

てこれました。本当に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 

金子 正男君 1 年間真岡ロー

タリークラブ

の会員の皆さ

ん、事務局の野

澤泉さん、聞こ

えないでしょ

うが斗六ロー

タリークラブニコル会長、アンディー幹

事、又会員の皆様。私を支えて頂いたす

べての方々に感謝です。大変ありがとう

ございました。総括も聞いてください。 

石塚 龍夫君 本日当例会場での最後の例会となります。

一年間ご協力本当にありがとうございま

した。 

久保 康夫君 金子会長、石塚幹事ちょっと早いけどお

疲れ様でした。あと 1ヵ月くらいやって

もらっても良いですよ！ 

杉村 久夫君 いつのまにか結婚 58年になりました。 

篠原 宣之君 金子会長、石塚幹事卓話ご苦労様です。

公務により卓話が聞けず残念です。 

岡本 俊夫君 金子・石塚年度「ロータリー愛」を見事

に全うした一年でした。御苦労様でした。

大越増強委員長と増強の実を上げられた

事を誇りに思います。最終例会公務のた

め欠席となる非礼をお詫び申し上げます。 

福原 一郎君 金子会長、石塚幹事今年中は楽しいロー

タリーのために苦労していただきありが



とうございます。しめくくりの卓話拝聴

いたします。 

広瀬 紀夫君 会長幹事一年間おつかれ様でした。 

海老原 均君 金子・石塚年度千秋楽おめでとう。本来

なら例会に出席の上、私の 15 年のロー

タリー活動の御礼を申し上げる所ですが、

失礼をお許し下さい。伝統ある真岡 RC

の発展を心より祈念申し上げると共に、

会員相互の絆を更に高められる事を念じ

ます。15 年間ありがとうございました。 

柳  浩雄君 金子会長、石塚幹事総括の卓話御苦労様

です。 

杉田貞一郎君 会長・幹事一年間大変ご苦労様でした。

また、会員皆様にはロータリー財団委員

長としてご協力に感謝申し上げます。 

野澤  巧君 金子会長・石塚幹事一年間御苦労様でし

た。すばらしい一年でしたね！！ 明日

祝杯をあげたいと思っておりますので身

体のコンディションを整えておいて下さ

い！！ 

三澤 幸光君 この一年間金子会長にはたくさんの「愛」

を、溢れる程の「愛」をありがとうござ

いました。また石塚幹事もまた大変なご

苦労もあったと思いますが、金子会長を

支え、会を盛り上げていただきありがと

うございました。お二人共に「愛」に包

まれた人生を過ごされます様祈念申し上

げます。 

見目 良一君 会長・幹事総括御苦労様です。じっくり

と聴かせて頂きます。 

豊田 光弘君 金子会長・石塚幹事総括ご苦労様です。

明日の最終例会までよろしくお願いしま

す。 

久保 賢司君 私の会場監督も明日で最後です。昨夜は

涙がとまらず、枕を濡らしてしまいまし

た。金子会長一年間「愛」をありがとう

ございました。明日の最終例会も宜しく

御願い致します。 

坂本  光君 会長・幹事一年間ご苦労様でした。明日

は楽しい一日にしましょう。6/29レナち

ゃんの送別会多数のご参加をお待ちして

おります！ 

磯崎 和実君 先週結婚祝をいただきありがとうござい

ました。これをいただいて結婚記念日を

思い出しました。 

藤村 三夫君 金子会長、石塚幹事一年間大変ごくろう

様でした。金子会長の話にはユーモアに

満ち、又まじめな挨拶毎回感服して聞い

ておりました。本当にごくろう様でした。 

菱沼  孝君 金子会長、石塚幹事一年間お疲れ様でし

た。大変楽しませていただきました。 

横松 和美君 梅雨に入りむし暑い日々がつづいていま

すが、日頃の節制により 3kg 程体重が減

りました。この調子で 70kg 代を目指し

てまいります。 

森田  淳君 今期も残りわずか、来期は各委員会で自

分なりにがんばっていきたいと思います。

各委員長様宜しくお願い致します。 

小金 幹典君 金子会長、石塚幹事、役員の皆様一年間

たいへんお疲れ様でした。今後とも宜し

くお願い致します。 

廣澤 雅信君 先日の新入会員歓迎会は大変有難うござ

いました。これからより精進致しますの

で、ご指導宜しくお願い申し上げます。 

田辺 幸夫君 6/7 歓迎会開いていただきありがとうご

ざいました。あらためて今後も宜しくお

願い致します。 

◆ スイマルボックス(6月 14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 2,569,000 

本日のスマイル合計 77,000 

スマイル今期累計 2,646,000 

前回までの米山繰越金 74,521 

米山今期累計 74,521 

合計金額 2,720,521 

本日の 

プログラム 

6/15 

最終例会 

 

次回の 

プログラム 

7/5  

年初例会 

 

 

月間予定 

出席者     ◆出席報告   出席委員会 太田 浩彰君 

在籍 62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 5月 24日 59 5 1 47 1 7 88.33 

本 日 6月 14日 60 3 - 48 0 9 85.00 

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 93.14 83.10 86.56 89.39  

※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。 


