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2019～2020 年度 真岡ロータリークラブ 

（国際ロータリー 第 2550 地区）  

国際ロータリークラブ会長テーマ   ロータリーは世界をつなぐ 

RI 会長：マーク・ダニエル・マローニー 

 

真岡ロータリークラブ会長テーマ   友情と慈愛に満ちたサービス！ 

会長：野澤 巧  

   

 

  

■司      会  SAA 大 越  正 和 君 

■点    鐘   会長 野 澤  巧  君 

■国   歌          君  が  代 

■ロータリーソング  奉 仕 の 理 想 

■会長挨拶          会長 野澤 巧君 

皆様、こんにちは。大変ご無沙汰しております。 

クエン・ティン・バンさんもお会い出来る最後の

日かもしれません。本当のご苦労様でございまし

た。 

 そして野澤・斎藤年度も最後の例会になってし

まいました。もともっと皆様と共に例会を開催し

ロータリーの話を沢山したかったのであります

が、なんて無常な事でありましょうか。まだまだ

コロナウイルスの戦いは終わってはおりませんが

次年度の時期は迫ってきていますので、本日は開

催させて頂きました。皆様どうぞ宜しくお願い致

します。 

 

 

■奨学金授与式 

 

■表彰 

・ベネファクター 

・米山記念奨学会 

・ロータリー財団 功労者 

・43 回米山功労クラブ 

 

R 財団・米山功労者 

 ・第１回米山功労者   栁田 尚宏会員 

 

 ・第２回米山功労者   野澤 巧 会長 

             久保 康夫会員 

             市村 忠男会員 

             廣田 茂 会員 

 

 ・第３回米山功労者   宇賀神裕一会員 

 ・第７回米山功労者    竹石 峰夫会員 

 

ポール・ハリスフェロー 

 ・１回目         栁田 尚宏会員 
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 ・２回目         久保 康夫会員 

              杉田貞一郎会員 

 

 ・３回目         石田 順一会員 

 

 ・４回目         岡本 俊夫会員 

 

ベネファクター 

              野澤 巧 会長 

              齋藤 敏彦幹事 

              石田 順一会員 

              金子 正男会員 

              石塚 龍夫会員 

■本日のスマイルボックス     田辺 義貴君

森田  淳君 

野澤 巧 君 １年間、皆様方の御協力により無事

務めることが出来ました。心より感

謝申し上げます！ありがとうござ

いました。 

斉藤 敏彦君 本年度、最終例会となり涙が止ま

りません。31 回の例会数でした。

１年間、会員の皆様大変お世話に

なりました。 

大堀 文雄君 野澤会長さん、斎藤幹事、１年

間、ご苦労様でした。コロナのた

め大変でしたね。本年度会長幹事

さんの教訓を頂き１年間中川幹事

と頑張って参ります。 

篠原  泉君 野澤会長、斎藤幹事始め役員の皆

様ご苦労様でした。特に後半はコ

ロナウイルス問題で大変な時であ

ったと考えられます。１年間あり

がとうございました。感謝！ 

篠原 宣之君 野澤・斎藤年度今日までコロナ禍

の中いろいろな問題がある中で本

当にご苦労様でした。 

岡本 俊夫君 野澤・斎藤年度、千秋楽ご苦労様

でした。後程、余韻に浸りましょ

う。コロナが終息します様に！ 

辻  達男君 真岡 RC の皆様、27 年間大変お世

話になり有難うございました。野

澤会長には前代未聞のコロナ禍の

もと１年間ご苦労様でした。大堀

次年度の更なるご発展をご祈念申

し上げます。 

石田 順一君 野澤会長、斎藤幹事お疲れ様でし

た。後半コロナで大変だったと思

います。こんなこともあるんです

ね。 

広瀬 紀夫君 １年間お疲れ様でした。 

田村 浩次君 野澤・斎藤年度はコロナウイルス

問題で不完全燃焼となってしまい

残念でしたね！しかし別な意味で

思い出深い年度でした。ご苦労様

でした。 

宇賀神裕一君 野澤会長、斎藤幹事１年間お疲れ

様でした。特に３月からは例会も

出来ない中大変でした。今日はお

酒が飲めない例会ですが慰労会で

飲みましょう。バンさんようこそ 

金子 正男君 野澤会長、斎藤幹事大変な１年で

したが見事に大堀・中川年度にバ

トンタッチ出来たと思います。大

変ご苦労様でした。 

久保 康夫君 野澤会長、斎藤幹事、大越 SAA コ

ロナ騒動で大変でしたね。大変お

疲れ様でした。 

柳  浩雄君 野澤会長、斎藤幹事、１年間ご苦

労様でした。 

杉田貞一郎君 野澤会長、斎藤幹事、１年間大変

ご苦労様でした。 

廣田  茂君 野澤会長、斎藤幹事、１年間お疲

れ様でした。私は今月でロータリ

ークラブを退会致します。皆様、

長い間お世話になりました。 

市村 忠男君 野澤会長、斎藤幹事、１年間ご苦

労様でした。想定外のコロナ禍で

後半は残念でした。当クラブ会員

から感染者が出なかったことが幸

いでした。今後もご指導下さい。 

石塚 龍夫君 野澤会長、斎藤幹事、大変お世話

になりました。後半の野澤劇場が

観れなくて残念でした。ホノルル

国際大会行きたかった！ 

中川 宏行君 野澤会長、斎藤幹事、後半は少し

残念でしたが１年間お疲れ様でし

た。次年度は大堀エレクトと会員

の皆様と頑張ります。応援お願い

します。 

大越 正和君 野澤会長、斎藤幹事、１年間お疲

れ様でした。また SAA として皆様

には大変お世話になり有り難うご

ざいました。 

小林勇一郎君 4 ヶ月ぶりの例会が最終例会になっ

てしまいました。野澤会長、斎藤

幹事、１年間ご苦労様でした。特

に２月からの異例づくしの会運営

お疲れ様でした。不完全燃焼かと

心配です。再登板、大歓迎！ 

見目 良一君 野澤・斎藤年度もコロナ禍の中難

しいクラブ運営を強いられの中誠

にご苦労様でございました。１年

間お世話様でした。 

豊田 光弘君 野澤会長、斎藤幹事、１年間大変

ご苦労様でした。 

川堀 哲夫君 野澤会長、斎藤幹事、１年間お世

話になりました。今年は異例な年

でご苦労なさった事と思います。
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大変お疲れ様でした。 

柳田 尚宏君 新型コロナウイルスの影響で約 3

カ月の休会となり会長・幹事も大

変ご苦労された事と思います。今

日で最後の例会となりました。1 年

間ご苦労様でした。 

坂本  光君 野澤会長、斎藤幹事、お疲れ様で

した。大堀さん、中川君コロナに

負けずガンバロウ！ 

渡邉 佳寛君 １００年に１度の災厄のお陰で大

変な年度になりました。野澤会

長、斎藤幹事、本当にご苦労様で

した。 

青木 圭太君 野澤会長、斎藤幹事、１年間お疲

れ様でした。 

仲野 新吾君 皆様申し訳ございません、今年度

をもって退会いたします。４年間

という短い期間でしたが充実した

ロータリー生活でした。ただ１つ

心残りは４年間のあいだに結婚出

来なかった事だけです。皆様あり

がとうございました。 

馬場 照夫君 最終例会を迎え、野澤会長、斎藤

幹事のこれまでのご尽力に感謝申

し上げます。新生活様式の中で元

気に精一杯過ごしていきましょう 

大森 貴之君 野澤会長、斎藤幹事１年間お疲れ

様でした。 

藤村 三夫君 誕生祝い頂きましてありがとうご

ざいます。コロナで大変ですが何

とか乗り切りましょう。 

安田 是和君 ４月１日に院長を交代し名誉院長

となってしまいました。ロータリ

ーを通じて沢山の方々と知り合う

事ができ、また楽しい時間を過ご

す事が出来ました。また新病院建

設に際し多くの御支援を頂き厚く

御礼申し上げます。診療は続けて

おりますのでこれからも宜しくお

願い致します。 

横松 和美君 野澤会長、斎藤幹事１年間ご苦労

様でした。困った時はいつでも相

談に行きます。宜しくお願い致し

ます。 

阿久津 亮君 皆様お久しぶりです。野澤会長、

斎藤幹事お疲れ様でした。また次

年度も宜しくお願い致します。 

小金 幹典君 今年度中はたいへんお世話になり

ました。野澤会長、斎藤幹事、た

いへんお疲れ様でした。コロナ禍

で通常の活動ができず不完全燃焼

であったと思いますが濃い中身の

例会であったと思います。次年度

の大堀会長、中川幹事におかれま

しては健康に留意され頑張ってく

ださい。 

廣澤 雅信君 久しぶりに RC の例会に出席する

ことができ、何故か残念ではなく

新鮮な気持ちで臨めます。野澤・

斎藤年度の皆様、大変お世話にな

りました。来年度も宜しくお願い

致します。 

田辺 幸夫君 野澤会長、斎藤幹事、１年間お疲

れ様でした。静風もコロナに負け

ずがんばります。 

細谷 慶忠君 １年間お世話になりました。今思

えば台湾に行けて良かったなと思

いました。 

篠原  英君 １年間皆様お疲れ様でした。 

安田 政昭君 １年間大変お疲れ様でした。とて

も勉強になりました。ありがとう

ございました。 

井筒 尚也君 野澤会長、斎藤幹事、１年間お疲

れ様でした。久しぶりに諸先輩方

にお会いでき、また皆様方がお元

気で何よりです。コロナに負けず

がんばっていきましょう。 

田邊 義貴君 野澤会長、斎藤幹事、大変な 1 年

間だったと思います。ありがとう

ございました。スマイル委員の一

員として皆様のメッセージを代読

させていただきました。お聞きづ

らい点も多々あったと思います。

会員皆様の優しさに感謝します。

ありがとうございました。 

■会長・幹事総括     会長  野澤  巧君 

 
2019～20 年度 RI マーク・ダニエル・マロニー 

会長のテーマは「ロータリーは世界を繋ぐ」であ 

ります。ポール・ハリスもロータリークラブを創 

設した最大の理由は、人との「繋がる」でありま 

した。 

 2019～20 年度、真岡ロータリークラブ第 61 代 

会長を拝命し、野澤・齋藤年度が７月よりスター 

ト致しました。「友情と慈愛に満ちたサービス」を 

クラブテーマとさせて頂きました。出会いは、人 

を豊かにすると言いますが、会員同士の友情、奉 

仕を通じて生涯に渡る仲間づくり、国や文化を越 
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えて世界の人々と手を取り合って地域社会の理解 

を深め友情を育む事が最も大切な事だと思います 

友誼を深めて行くことが親睦の始まりであります 

私のテーマも「友情」は親睦であります。そして 

「サービス」は奉仕であります。それがロータリ 

ーの礎であります。我が真岡ロータリークラブは 

61 年の歴史と伝統がございます。それを鑑みなが 

ら継承し、一生懸命務めて参りました。 

 

 本年度のクラブ方針 

  ◎慈しみのある楽しい例会 

  ◎会員相互の親睦 

  ◎青少年奉仕事業への積極的参加 

 

 大堀文雄クラブ管理運営委員長、田村浩次公共 

イメージ委員長、広瀬紀夫会員組織委員長、金子 

正男奉仕プロジェクト委員長、宇賀神裕一 RI 財団 

米山奨学金委員長を 5 大委員長とし、各委員長を 

リーダーと致しまして委員会の皆様と様々な企画 

計画を頂きまして楽しく実施して頂けます様お願 

を申し上げました。 

 

【クラブ管理運営委員会】 

・親睦委員会 

 例会時の受付、お客様の接客、月初例会におけ 

る会員・夫人の誕生、結婚記念日祝い、納涼・ 

忘年・新年、斗六公式訪問兼家族旅行、親睦ゴ

ルフなど多くの事業を実施頂きました。石塚龍

夫親睦委員長のリーダーシップにより、各行事

とも内容の充実した活動ができ楽しく実施して

下さいました。 

 

・プログラム委員会 

 岡本俊夫プログラム委員長の計らいによりまし 

 て、幹事・SAA・各委員長と密に連携を頂きま 

 して今年度は数々の有意義な変化のあるプログ 

 ラムの策定を頂きました。特に本年度初めて第 

 ４グループ４クラブ合同例会を栃木県知事福田 

 富一様をお迎えして、大変楽しく有意義な活動 

 を実施して下さいました事が好印象でございま 

 した。感謝申し上げます。 

 

 

・出席委員会 

 例会の出席率向上をお願いし例年と同様に引き 

 続き出席向上を努力して頂きました。今年度は 

 87％の出席率を頂きました。仲野新吾委員長の 

 努力に感謝申し上げます。 

 

・スマイル委員会 

 我がクラブでは「スマイルボックス」と呼んで 

 おりますが、一般的には「ニコニコ箱」と呼ん 

 でおります。ロータリーの礎でもあり、社会奉 

 仕活動の貴重な財源であります。田辺義貴委員 

 長のスムーズな進行により、より多くの会員に 

 参加を頂きました。 

 

【公共イメージ委員会】 

・広報委員会 

 見目良一委員長をリーダーと致しまして、昨年度 

 に引き続き Facebook による広報活動を重点的に 

 行って下さいました。 

 

・会報委員会 

 中川宏行委員長を中心と致しまして、例年同様、 

 工夫を凝らして頂きながらまとめて頂きました。 

 今年度は新型コロナウイルスにより、３月から 

 例会報告が出来なかった事が残念でなりません。 

 

【会員組織委員会】 

・会員増強委員会・会員選考委員会・職業分類委員 

 会・ロータリー情報委員会 

 各委員会が連携し、そして会員の皆様のご協力を 

 頂きながら会員増強を図りました。お蔭様を持ち 

 まして、純増１名以上を達成する事が出来ました。 

 そして新人会員の皆様には、宇賀神 PP にオリエ 

 ンテーションを実施して頂きロータリーの基礎 

 をご理解頂きました。各委員長に深く感謝申し上 

 げます。 

 

【奉仕プロジェクト委員会】 

・職業奉仕委員会 

 市村忠男委員長をリーダーと致しまして、今年も 

 また中学生を対象とし職業出前講座を実施させ 

 て頂きました。（久下田中学校）大変ご苦労様で 

 した。 

 

・社会奉仕委員会 

 大瀧和弘委員長を中心に社会奉仕事業の要であ 

 ります、真岡市老人・身障合同スポーツ大会に 

 第 13 回目の共催を実施させて頂きました。我が 

 真岡ロータリークラブ会員の作り出した「豚汁」 

 が今年もまた大変好評でありました。 

 

・国際奉仕委員会及び姉妹クラブ委員会 

 国際理解と親善平和を推進する為に今年度も斗 

 六ロータリー（姉妹クラブ）へ 29 名の参加を頂 

 いての公式訪問でありました。斗六ロータリーの 

 皆様には熱烈な歓迎を受け優しく接して頂き大 

 変感動致しました。今年で 36 年目の交流となり 

 ました。そして正心中学校をも訪問させて頂き、 

 林校長先生を始め先生方には大変お世話になり 

 ました。坂本光委員長、石川久雄委員長に感謝 

 申し上げます。 

 

・青少年奉仕委員会 

 青少年奉仕活動の要であります、第 36 回少年サ 

 ッカー大会を開催致しました。1 月 3 日より準備 

 頂き、平石典嗣委員長、大森貴之委員、阿久津亮 

 委員が心一つにして全体的な流れを見てまとめ 
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 て下さいました。お陰様で今年もまた 108 チーム 

 の参加を頂き約 4,000名の来場を得ることが出来 

 盛大に開催することが出来ました。そして 2 月 

 28 日には、真岡ロータリークラブ杯小学生バレー 

 ボール大会を計画しておりましたが、新型コロナ 

 ウイルスの影響により延期、その後中止となって 

 しまい大変残念で心残りでございます。 

 

【R 財団・米山奨学会委員会】 

・R 財団・米山委員会 

 お蔭を持ちまして、寄付金の目標は達成致しまし 

 た。そして、ベトナムゲアン生まれの米山奨学生 

 グエン・ティン・バンさんを引き受け致しまし 

 た。宇賀神 PP にカウンセラーになって頂きまし 

 た。そして今年度は、Ｒ財団の地区補助金を活 

 用させて頂き日本赤十字社芳賀日赤病院にマス 

 クを寄贈させて頂きました。渡辺佳寛委員長、 

 廣田茂委員長、そして宇賀神裕一委員長に 1 年 

 間ご苦労を頂き、感謝感謝でございます。あり 

 がとうございました。 

 

・SAA 

 大越正和 SAA、小金幹典副 SAA には従来通り真 

 岡ロータリーの伝統を継承しながらも、大変楽 

 しく、かつ有意義な運営をして頂きました。そ 

 して今年度からロータリーソングの後に、握手 

 にて例会の雰囲気を和らげて下さいました。大 

 変ご苦労様でした。 

 

・会計 

 佐藤克彦会計には、1 年間を通して迅速かつ厳正 

 な管理をして下さいました。月次決算を行い毎 

 月収支のチェック、理事会への報告を頂きまし 

 た。 

 

そして本年度は 2 月 18 日以降、新型コロナウイル 

スの影響により、全面的にロータリー活動への休 

会を余儀なくされてしまいました。もっともっと 

皆様方と共に例年通り例会を開催し、ロータリー 

の話を沢山したかったのでありますがそれも叶わ 

ず、なんて無情な事なのでしょうか。 

 その間、芳賀郡市の小学校に非接触型体温計を 

も寄贈させていただきました。 

 そして３，４，５，６月と理事会、監査会等を 

実施させて頂きましたが、皆様との楽しい例会の 

時間を遮られたのが「青菜に塩」であり、それが 

一番残念で心残りであります。 

 最後になりましたが、会員の皆様の深いご理解 

とご協力を賜り斎藤幹事と共に無事に務め上げる 

ことが出来ました。ありがとうございました。 

 そして、斎藤幹事、事務の野澤さんには色々な 

面で導いて頂きご協力を頂きました。沢山の思い 

出に残る楽しい 1 年でありました。深く深く感謝 

申し上げまして、報告とさせて頂きます。 

 

幹事   齋藤 敏彦君 

皆様、こんにちは。野澤年度がスタートし第 1 

回が終わったとき、まだあと 44 回残っていると思 

い先が長いなあと感じておりました。一回一回の 

例会が終わるたびに後何回と数えていましたが今 

となってはあっという間に一年が経ちこうしてこ 

こに立っています。 

 本年度は、会長から「組織で動かしましょう。」 

という話を受け組織の在り方や運営の仕方などを 

教えて頂きながら、本年度の五大委員長はパスト 

会長と会長エレクトが担っていましたので、各行

事や地区セミナーなどの案内等のすべてを五大委

員長にお任せし五大委員会の中で取りまとめ等を

お願い致しました。お陰様でスムーズに進めるこ

とができ、事務局も地区との事務処理など本来の

仕事に専念できたと思います。 

 五大委員長をはじめ各委員長、また会員の皆様

に感謝申し上げます。 

 後半、知事を呼んでの４クラブ合同例会以降の

行事がコロナの影響ですべて休会となりどうなっ

てしまうのだろうと思いましたが私としてはほん

の少しだけほっとしている自分がどこかにいまし

た。一年間野澤会長のもと、トップの在り方、組

織運営の在り方、会員相互の信頼をまだまだ未熟

ではありますが勉強させて頂き会長のテーマ「友

情と慈愛に満ちたサービス」に基づいて運営出来

たと思います。あらためて野澤会長の会員への気

配りは素晴らしいと感じました。 

 本年度約半分での行事で終了となりましたが幹

事になり始めて、ロータリーの勉強をし、人の輪

というつながりを改めて感じさせられた一年だっ

たと思います。 

 野澤会長をはじめ、各委員長、会員の皆様、そ

して抜けているところをサポートしていただいた

野澤事務局に感謝申し上げ、さらに本年度不完全

燃焼に終わった野澤会長がいつの日か完全燃焼で

きる日を切にご期待申し上げ、幹事総括に代えさ

せていただきます。一年間、大変お世話になりま

した。 

■退会報告            廣田 茂君 

 今月をもって退会させて頂きます。石田さんが 

幹事の時に入会させて頂き、12 年と８カ月が経ち 

ました。楽しい思い出が沢山出来ました。本当に 

ありがとうございました。 
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■スマイルボックス（6 月 18 日現在）    （円） 

前回までのスマイル繰越金 1,292,000 

会員 216,000 

ビジター 0 

本日のスマイル合計 216,000 

スマイル今期累計 1,508,000 

前回までの米山繰越金 38,915 

本日の米山 0 

米山今期累計 38,915 

 

 

 

 

 

 

 

6 月 18 日（木）のプログラム 

会長・幹事総括 

◆スケジュール  
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例

会

特

別
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会
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◆月間予定出席者        

在籍 63 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 6 月 18 日 59 0 - 57 1 3 95.00 

 

◆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 

86.19 82.30 90.88 92.47 78.68 86.99 82.58      

※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。 

7 月 2 日（木）のプログラム 

会長方針発表 

五大委員長方針発表 


