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◆ 司 会  SAA 栁 田 尚 宏 君 

◆ 点 鐘  会 長 久 保 康 夫 君 

◆ ロータリーソング  奉 仕 の 理 想 

◆ ビジター  真岡西 RC 会長  大 越 善 彦 様 

幹 事 高 橋 恵 美 子 

◆ 会長挨拶  会 長 久 保 康 夫 君 

皆様こんにちは、本日

は真岡ＲＣ2018-19 年度

の年初例会にご出席頂き

まして誠にありがとうご

ざいます。早速ですが、

御客様のご紹介をさせて

頂きます。第４回ガバナ

ー補佐石田順一様、事務

局長石塚龍夫様、事務局長中川宏行様、真岡西ＲＣ会

長大越喜彦様、真岡西ＲＣ幹事高橋美恵子様、足利東

ＲＣ石井道康様、ガバナー補佐の石田幸子夫人、米山

奨学生李峰宇君。本日は御来訪、誠にありがとうござ

います。何のおもてなしも出来ませんが、せめて私の

緊張した姿でも見て笑って楽しんで下さい。申し遅れ

ましたが、私は 60 代会長を仰せつかりました久保康

夫と申します、幹事を務めて頂きます小林勇一郎君、

ＳＡＡの柳田尚宏君、会長ノミニーの野澤巧さん、会

計の足利銀行の田崎支店長です。1 年間どうぞ宜しく

お願いいたします。この後、本年度の会長方針発表を

する訳でございますが、真岡ＲＣは本年度 11 月 11 日

に岡本実行委員長の下 60 周年事業を行います、私は

クイーン・エリザベス号に乗って世界一周旅行をする

気分で安心しておりますが、この豪華客船の欠点はブ

レーキが利きません、動き出すとなかなか止まりませ

ん、岡本さんといえども行き届かない点、行き過ぎる

点も多少は発生するかと思いますが、すべて善意の行

動であります、第 4 グループの皆様には寛容の心でお

許し頂ければと思います。ご協力の程宜しくお願いい

たします。お客様には申し訳ございませんが、最後に

一言、私は、金子、石塚年度の気配りや実行力の素晴

らしさに感動致しました。私の薄っぺらな心では、あ

のように真剣に「愛」を語る事はとうてい出来ません、

私は皆さんから「愛」を戴き「感謝」で返そうと思い

ます、本年度も皆様の倍旧のご協力を重ねてお願い致

しまして挨拶とさせていただきます。 

◆第 4Ｇガバナー補佐        石田順一様 

年度初めという事でご挨拶させて頂きます。幸子姫

も心配で心配で随行して参りました。宜しくお願い致

します。2018-2019 年第 2550 地区伊藤ガバナーの元

第 4グループガバナー補佐を拝命いたしました石田順

一でございます。ガバナーとクラブとのメッセンジャ

ーとなって務めて参りますので一年間宜しくお願い

致します。 

① 8 月２３日  

補佐訪問クラブ協議会 

② 9 月 6 日  

真岡クラブのガバナー 

公式訪問 

事務局長石塚 龍夫様  

事務局長中川 宏行様 

◆真岡西ＲＣ会長          大越善彦様 

皆様改めましてこんに

ちは。真岡西ＲＣ第 35

会長大越善彦でございま

す。皆様のご協力いただ

いて真岡の地で、26 年間

大越観光バスを営業させ

ていただいております。

その中、12 年真岡西ＲＣに所属させていただいてやっ

と会長という職をおおせつかる事ができました。支え

ていただいた、真岡ＲＣのご指導を頂いて参りました。

今年、60 周年事業がございます。11 月にありますの

で我々真岡西ＲＣも協力して参りたいとおもいます。

また、第４Ｇカバナー補佐の石田様と一緒に協力して

参りますので、1 年間よろしくお願い致します。 

◆真岡西ＲＣ幹事        高橋 美恵子様 

皆様こんにちは。私、

この度幹事をおおせつか

りまして、ただただ一生懸

命やるのみだと思ってお

ります。真岡西ＲＣの増員

に大変苦労しております。

先日第４Ｇガバナー石田
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様にお会いする機会がございまして、お話をいたしまし

た。「若くてかわいい会員さんを入れるとみんな来るよ！」

と言われました。若くてかわいい会員様がいらっしゃい

ましたらぜひご紹介ください。 

◆米山奨学生              

【右】久保 康夫会長 

【左】李 峰宇君 

 

米山奨学金の授与 

 

◆親睦活動委員会      【野球】中野新吾君 

①7 月２７日１８：３０～ 

ヴェルヴィ宇都宮にて、代表者会議があります。 

②9 月 30 日に野球大会が開催されますので、参加出

来る方がいましたらよろしくお願いいたします。今

年こそ優勝してまた甲子園行けたらいいなと思っ

ておりますのでご協力お願いいたします。 

◆ 幹事報告            小林勇一郎君 

今日から 1 年間宜しくお願い致します。 

【 野 球 大 会 】        

9 月 30 日 

地区親善野球大会 

【寄付】 

・国際交流の年会費 

・もめんおどり 

・真岡新聞の 

暑中見舞広告協賛   

・栃木ＦＣ協賛金 

◆会長方針           久保康夫君 

｢感謝の心を抱きましょう｣ 

本年度、真岡ロータリークラブの会長テーマは｢感

謝の心を抱きましょう｣です。今、私たちが健康で生

きている事、たくさんの友人仲間と過ごせる事、ロー

タリー活動を実践できる事への感謝、また、多くの先

輩・同僚・後輩に、助けて頂いている事、得意先や銀

行、協力会社、社員、そして家族にも感謝の心を抱き

ましょう。お互いに尊敬の気持ちを抱き、敬愛し認め

合ってひとつの心になりましょう。そして心から喜び

を感じる、誇りに満ちた意義あるロータリー活動を実

践しましょう。ポール・ハリスは「ロータリーは寛容

と善意と奉仕の精神から生まれたものである」とおっ

しゃいました、感謝の気持ちがあれば、些細な過ちや

勘違いは、すべて許されなければなりません。真岡ロ

ータリークラブ会員として、小異を捨て、寛容と善意

と奉仕の精神を持って大同に協力しましょう。2018

～2019 年度ＲＩ会長バリー・ラシン（バハマ、イー

ストナッソー・ロータリークラブ所属）のテーマは本

書冒頭に掲載しております「インスピレーションにな

ろう」で「何か大きな事に挑戦しよう．．．自分よりも

長く、後世にも生き続ける物を生み出す行動．．．」で

す。辞書によればインスピ．．．は「ひらめき」とか、

「急に沸いたうまい考え」とありますが、ラシン会長

は「持続可能な良い変化を生む．．．」と申しています。

「ロータリーは会員組織であり良い世界を築きたい

と願うなら、リーダーシップを発揮し、まずは会員を

大切にしなければならない。」とも申しています。私

もまさにその通りだと思います、会員相互の親睦を大

切にし、世界と共に変化する真岡ＲＣの行動するリー

ダーを目指す所存でございます。最後に私事でござい

ますが、2018./4/19 ポール・ハリス生誕 150 周年を迎

えた 2018～2019 年度、真岡ロータリークラブ第 60

代会長に就任させて頂き大変光栄に感じております。

同時に、重責に値すべき自分の才の無さに浅学を公開

し、与えられた日々を小林勇一幹事長と共に、全力で

突き進むべく不断な決意を新たに致しております。ど

うぞ会員各位の倍旧のご協力とご指導ご鞭撻を賜り

ますよう切にお願い致します。 

◆スマイルボックス報告     

真岡西 RC 大越善彦様 高橋美恵子様 

本年度６０周年おめでとうございま 

す。久保会長、小林幹事真岡ＲＣの皆

様 1 年間よろしくお願いします。 

久保 康夫君 本日より1年間会長を努めさせていた

だきます。皆様のご協力よろしくお願

い致します。 

小林勇一郎君 久保年度、記念すべき第１回例会に 

       お越しいただきましたガバナー補佐

石田様、事務局、石塚様、中川様、真

岡西ＲＣ会長大越様、幹事高橋様、足

利東ＲＣ石井、ガバナー補佐石田様、

御夫人幸子様、奨学生李 峰宇君誠に

ありがとうございます。ごゆっくりし

ていって下さい。そして、皆様 1 年間

宜しくお願い致します。  

石田順一 AG 久保・小林年度スタート誠におめでと

うございます。今年度第４Ｇガバナー

補佐を拝命致しました。事務局石塚・

中川・共々頑張って参ります。真岡Ｒ

Ｃの皆様1年間よろしくお願い申し上

げます。 

野澤 巧君 石田ガバナー補佐、石塚事務局長、中

川事務局長 1 年間御苦労様です。真岡

西ロータリー大越会長、高橋幹事様お

忙しいところ大変御苦労様です。1 年

間よろしくお願い申し上げます！！

足利東ＲＣ石井様御苦労様です。久

保・小林年度のスタートです。会長エ

レクとして頑張ります！！ 

篠原 泉 君  5 月 21 日真岡市観光協会の会長を退

任致しました。皆様には任期中大変な

ご支援をいただきました。ありがとう

ございます。昨日は家内が婦人親睦旅

行で大変お世話になり、ありがとうご

ざいました。 



岡部貞一郎君 新年度のスタートを祝して本年度も

お世話になります。誕生祝を有難う御

座いました。 

杉村 久夫君  今（コン）年度もよろしくお願いしま

す。 

篠原  泉君  久保会長年度のスタートお喜び申し

上げます。一年間楽しい運営が計れま

すよう祈ります。 

篠原 宜之君  久保・小林年度のスタートを祝して。 

創立 60 周年にふさわしい一年になる

よう祈念します。 

岡本 俊夫君 久保・小林年度堂々のスタートを祈念

致します。６０周年を楽しみましょう。

金子直前、石塚直前幹事見事でした。

御苦労様！！足利東ＲＣ石井様、真岡

西ＲＣ大越会長、高橋幹事ようこそ。 

福原 一郎君 新年度を迎えて久保会長を先頭に役

員の皆様の活躍を期待します。 

辻  達男君  久保・小林年度の船出を祝しておめで

とうございます。期待しております。 

石田 順一君 久保会長、小林幹事年度のデビューお

めでとうございます。今年度は６０周

年があります。みんなで頑張りましょ

う。幸子姫の誕生日祝いを頂きありが

とうございました。 

広瀬 紀夫君 久保会長・小林幹事一年間よろしくお

願いします。楽しんで下さい。 

田村 浩次君 今朝自宅より２本の美しい虹を見る

ことができました。久保・小林年度の

スタートを祝うごとく輝かしい情景 

に感動して今日の例会に出席してい

ます。1 年間よろしくお願いします。 

宇賀神裕一君 久保会長・小林幹事年度のスタートを

祝して。石田ガバナー補佐、石塚事務

局長年度のスタートを祝して。結婚記

念日、誕生日の皆さんおめでとうござ

います。 

金子 正男君 久保・小林年度の船出を祝して期待し

ております。伝統を背負って楽しんで

下さい。足利東ＲＣ石井様ようこそ。 

真岡西ＲＣ大越会長、高橋幹事頑張り

過ぎず、1 年間年を取って下さい。 

幸子姫いらっしゃい。 

1 年間ありがとうございました。 

木村慎太郎君 新年度のスタートをお祝いします。 

会長・幹事さんよろしく。 

小倉 俊明君 久保会長・小林幹事新年度おめでとう

ございます。1年間体に気を付けてRC

活動して下さい。本日は結婚祝頂き有

難うございます。 

柳  浩雄君  久保会長・小林幹事いよいよスタート

ですね。一年間宜しくね。 

杉田貞一郎君 久保・小林年度スタートを祝します。 

市村 忠男君 久保会長・小林幹事の門出をご祝念申

し上げます。体調に十分ご留意下さい。 

石田ガバナー補佐並びに事務局の皆

様ご苦労様です。今台風の被害が大き

くないことを祈るばかりです。毎日猛

暑が続いておりますので体調に十分

ご留意下さい。 

三澤 幸光君  新年度を迎えました。心新たに歩んで

いきましょう！ 

廣田  茂君 久保会長・小林幹事船出おめでとうご

ざいます。1 年間頑張って下さい！ 

中川 宏行君  久保・小林年度の船出を祝して 1年間

よろしくお願いいたします。。 

石塚 龍夫君 久保・小林年度スタート誠におめでと

うございます。今年度は石田第４Ｇガ

バナー補佐のもと中川事務局と共に

頑張って参ります。真岡ＲＣの皆様一

年間宜しくお願い申し上げます。 

大越 正和君  久保・石塚年度のスタート祝します。 

今月誕生日・結婚記念日の会員。夫人

の皆様おめでとうございます。 

見目 良一君 久保・小林年度のスタートを心よりお

祝い申し上げます。今年度も宜しくお

願い致します。 

豊田 光弘君 久保会長・小林幹事新年度スタートお

めでとうございます。1 年間よろしく

お願い致します。 

川堀 哲男君  久保会長・小林幹事 1年間よろしくお

願い致します。 

栁田 尚宏君 今日から新年度久保会長・小林幹事の

足を引っ張らないようガンバリます。 

ＳＡＡを助けて下さい。 

坂本  光君 久保年度真岡ＲＣ６０周年の門出を

祝して。 

渡邉 佳寛君  久保・小林年度の旅立ちを心よりお祝

い申し上げます。同級生としてしっか

りと邪魔しない、いや協力したいと思

っております。 

青木 圭太君 久保会長・小林幹事の船出を祝します。

そして、本日お誕生日、結婚記念日の

皆様おめでとうございます。私、本年

度は会員増強の委員長、会報委員とし

て頑張りますので、１年間よろしくお

願い致します。 

田辺 義貴君 久保会長、小林幹事 2018-2019 年度の

スタート、誠におめでとうございます。

7 月にお誕生日、ご結婚記念日を迎え

られる会員、会員夫人の皆様おめでと

うございます。 

大森 貴之君  久保会長・小林幹事今年度よろしくお

願いします。 

馬場 照夫君 久保・小林年度のスタートを祝します。

今後の活躍を祈ります。 



 
◆月間予定出席者        

在籍 61名 出席免除者 4名（有資格者 2名 + 有理由者 2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 月  日        

本 日 7月 5日 57 3 - 54 1 5 96.49％ 

◆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 

            

※例会欠席は前日 15:00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。 

栁田 耕太君 夏祭りの節、健康厄除を祈ります！ 

       皆様お健やかに。 

田崎 義典君  久保会長・小林幹事の新たなスタート

誠におめでとうございます。会計とし

て微力ながら新体制の発展に貢献で

きるよう頑張りたいと思います。皆様

のご支援よろしくお願いします。 

磯崎 和実君 久保会長、小林幹事６０周年の節目の

都市でのご就任おめでとうございま

す。私も会長テーマである『感謝の心

を抱き』頑張りますので宜しくお願い

致します。 

藤村 三夫君  久保・小林年度新たなスタートを祝し

ます。今月２０日は土用丑の日です。 

皆さんうなぎを食べましょう。 

菱沼  孝君 久保新会長・小林幹事長一年間大変で

すが、がんばって下さい。また、宜し

くお願い致します。 

安田 是和君  久保新体制の発足おめでとうござい

ます。また金子前会長お疲れ様でした。 

横松 和美君 久保・小林年度すばらしい年に成る事

を願います。 

日下田喜義君  久保会長へ  新たな挑戦で新たな

夢を獲得して下さい。新米ながらささ

やかな力で応援致します。 

馬場 照夫君 久保会長、小林幹事年一年間宜しくお

願いします。私も『感謝の心』を持っ

て１年間ついて行きたいと思います。 

小金 幹典君 久保会長、小林幹事を初めとする役員

の皆様、本年度も宜しくお願い致しま

す。また、今月誕生日を迎える皆様お

めでとうございます。 

田辺 幸夫君 久保会長、小林幹事一年間宜しくお願

い致します。 

 

 

◆ スイマルボックス(7月 5日現在) 

（円） 

 

前回までのスマイル繰越金 0 

会員 180,000 

ビジター 5,000 

本日のスマイル合計 185,000 

スマイル今期累計 185,000 

前回までの米山繰越金 0 

本日の米山 5,973 

米山今期累計 5,973 

本日のプログラム 

 

７/５(木) 

月初会 

会長方針発表 

次回のプログラム 

 

７/１2(木) 

皆出席表彰 

五大委員長方針発表 

 

 

 


