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国際ロータリークラブ ホルガー・クナーク会長テーマ

ロータリーは機会の扉を開く

真岡ロータリークラブ 大堀文雄会長テーマ ほほえみで心を豊かに
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◆前年度会長・幹事へ
の花束贈呈
野澤巧直前会長、
齊藤敏彦直前幹事、
大変お疲れ様でした。

◆会長挨拶

会長 大堀 文雄君
本日のお客様は、真岡
西ロータリークラブ所
属第４グループガバナ
ー補佐諸伏勇治様、ガナ
バー補佐事務局長田上
富美子様、同事務局鴨田
修様、田崎利也様です。
ご来訪誠に有難うございました。
大変お忙しいところ、第一回例会に出席いただき
まして有難うございます。先程大堀、中川年度の第
一回の通常理事会を開催し、協議していただきまし
た。

長年にわたり商工会議所役員として商工会議所
の発展に尽力された功績により岡本俊夫ＰＰが経
済産業省関東経済産業局長表彰を受けられました。
おめでとう御座います。当クラブにとっても大変嬉
しいことです。会員一同喜びに耐えません。
今回のコロナウイルス感染拡大の為、地区会長研
修協議会も中止となり、３時間のＤＶＤ映像で各会
長、委員長及びガバナー補佐によるクラブ方針など
を見た後、文書にて当クラブの方針を報告いたしま
した。
６月５日、森本ガバナーより皆さんに向けて、
「第
一にウイルスに感染しない事、させない事。３密を
考慮しつつマスクを着用、手洗いも励行し、ロータ
リーの会合がクラスターの原因とならないように
すること。会員の皆様はこれらのことを守ってくだ
さい」との通知が来ました。
2020-2021 年度ロータリー活動を円滑に運営する
為に、真岡ロータリーの今後のクラブ運営について、
役員、五大委員長さんには各委員長さんに事業など
が円滑に進むようお願いしてください。最後に、皆
様のご意見を聞き、今年のクラブ活動にいかしてい
きたいと思いますので、ご意見や、その他、何か有
りましたらお聞かせ下さい。よろしくお願いします。
簡単ですが挨拶といたします。
◆第４グループ
ガバナー補佐御挨拶
諸伏

勇治様

月曜日

火曜日

水曜日

木曜日

宇都宮 90：東武ホテルグランデ
小山中央：思水荘

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
小 山 南：小山グランドホテル

益
子：益子カントリー
しもつけ：石橋商工会館
小 山 北：和風ダイニング彩華

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：小山グランドホテル

金曜日
真岡西：フォーシーズン静風
小山東：小山グランドホテル
小山
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新年度初めの例会において貴重な時間を戴き、誠
にありがとうございます。大堀会長、中川幹事の出
航、誠におめでとうございます。
私は第 2550 地区第４グループのガバナー補佐を
拝命いたしました真岡西ＲＣ所属、諸伏勇治でござ
います。お見かけ通りの浅学非才の身でございます。
親クラブの真岡ロータリークラブの皆様の積極的
なご協力を先ずもってお願い申し上げます。
先程会長のお話にもありましたが、コロナ禍の中
で、世間一般いろいろな企業が苦しんでいることと
思います。とりわけ、ロータリークラブの活動も制
限されているのが現状です。PETS にしても地区協
議会にしても実際行われておりませんし、その代わ
りにただ今ご紹介がありました DVD に焼いて、そ
れを会長・幹事の皆様にお渡ししている次第です。
そして、ガバナー公式訪問は我々のテーマの一つ
として例年行われておりますが、今年度は、会長・
幹事・ガバナー補佐、森本敬三ガバナーの４名で行
うことが決まっております。当クラブではガバナー
公式訪問はかねての日程通り７月 30 日に行われま
す。その２週間前に私が貴クラブにお邪魔して、会
長・幹事、五代委員長のみのクラブ協議会を行いま
す。その中で出た意見に対し、答えられる範囲で答
えますが、答えられないものは持ち帰り、ガバナー
公式訪問の際にガバナーから返答してもらう手は
ずになっております。
もう一つの大きなテーマである地区大会も例年
と異なり、ゴルフは一応行いますが、パーティや表
彰は無く、プレーのみとなります。RI 会長代理の晩
餐会も、今年は RI より派遣されないことが決まっ
ていますので、やはり開かれません。最終日の地区
大会も最小限のことをやり、出席者は各クラブの会
長・幹事とし、Youtube で配信することになってお
ります。Youtube を見られない会員に対しては各ク
ラブで対応して戴きたいと思います。毎年１万円の
負担金を戴いていますが、今年度は三千円前後にな
ります。ベテランの
会員の方々からは
「なんだ！」という
声も聞いております
が、これもコロナ禍
の中での対応として
ご理解戴ければ幸い
です。真岡ロータリ
ークラブの諸先輩方
のご指導、ご鞭撻をお願いする次第です。
真岡ロータリークラブの益々のご発展と、本日ご
出席の皆様のご繁栄とご健勝を衷心より祈念し、は
なはだ簡単ではございますが、私の挨拶に替えさせ
て戴きます。１年間よろしくお願い申し上げます。
◆幹事報告
中川 宏行君
大堀年度幹事を務める中川です。１年間よろしく
お願いいたします。
今日 10 時半より第１回の通常理事会が開かれ、
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以下の議題が承認
されました。
①会長方針
②2019-2020 年度
決算
③2020-2021 年度
予算
④年会費口座引落
7 月 22 日
⑤親睦旅行と台湾国際大会の合同開催については
再検討
⑥真岡市国際交流協会の年会費 1 人 1,000 円
（計 57,000 円）
⑦下野新聞・真岡新聞「暑中見舞い」掲載費
各 11,000 円
⑧7 月・8 月の例会日と例会場変更について
7 月…本日 2 日と来週 9 日の 2 回
8 月…6 日月初例会と 27 日の 2 回
※8 月まではフォーシーズン静風、9 月以降は
商工会議所大会議室の予定
⑨誕生日・結婚記念日の記念品について
⑩ガバナー補佐訪問、ガバナー公式訪問について
7 月 16 日のガバナー補佐訪問時は会長・幹事と五
代委員長、7 月 30 日のガバナー公式訪問時は会
長・幹事、ガバナー・ガバナー補佐の 4 名。
例会は開催せず。
⑪定款変更に伴う細則変更委員会の設置について
⑫地区ゴルフ選手権大会参加について（最低 2 組）
⑬木村慎太郎会員の退会届受理について
⑭他クラブ例会変更連絡
益子 RC………7 月 1 日・8 日・29 日に例会開催
真岡西 RC……7 月 3 日のみ開催
しもつけ RC…7 月 3 日・15 日・29 日に開催
◆委員会報告
奨学金委員長 市村 忠男君
今年度も奨学金委員会を預かる市村です。3 年目
の奨学金についても渡
邉副委員長が資料を印
刷し、学校に配布しまし
た。6 月中すでに 2 名の
応募があり、その他問い
合わせも来ています。躊
躇無く応募してくれた
ことは、真岡ＲＣ奨学金が少しずつ理解され、警戒
心が薄らいだことの表れかと喜んでいます。今年市
貝町からも応募を戴ければ 3 市町の生徒に支援でき
ることになりますので、市貝町の方には問い合わせ
に対する説明などをお願いします。ＨＰにも近々載
るでしょう。どうぞよろしくお願い致します。
◆石田ガバナー年度地区会計長報告 石塚 龍夫君
今月から石田ガバナーエレクトの出発となりま
した。先日第１回諮問委員会と運営委員会に出席し
ました。石田ガバナーエレクトは来年の台北国際大
会の参加推進委員長です。例年、国際大会におきま
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しては「栃木ナイト」を現地で開催します。そのホ
ストが石田ガバナーです。
来年６月 12 日(土)から 16 日(水)まで台北市で国
際大会が開催されます。5 年前、田村会長の年度に
ソウルで開かれたときには 180 名の参加があったそ
うです。現在会場をあたっていますが、県内の 48
ＲＣのうち、台北のクラブと友好関係を結んでいる
クラブが 6～7 あります。そのため 200 名を確保し
ようと、今会場を準備しています。つきましては、
真岡ＲＣの会員諸氏にも是非参加して戴きたく、お
願い申し上げます。ただ今秋山観光様で近辺のホテ
ルを 18 部屋確保してもらっていますが、今月いっ
ぱいでその確保も解かれてしまうので、今月中に秋
山観光様に参加の申し込みをお願い致します。
12 日(土)の夜に「栃木ナイト」
、13 日(日)の朝に
開会式があります。開会
式は甲子園の入場行進
同様華やかになります
ので、石田ガバナーを応
援するためにも、できる
限り多くの方々の参加
をお願い申し上げます。
◆スマイルボックス報告
大堀文雄会長

中川宏行幹事

齊藤 敏彦
会長エレクト

篠原

泉君

篠原

宣之君

岡本

俊夫君

広瀬

紀夫君

田村

浩次君

宇賀神裕一君

金子

正男君

細谷

久保

康夫君

野澤

巧君

杉田貞一郎君
市村

忠男君

三澤

幸光君

石塚

龍夫君

大越

正和君

慶忠君

今年 1 年間、会長大堀、幹事中川で
皆様の協力をいただきながら、友好
クラブとの交流を大切にし、
社会奉仕への参加、会員維持をクラ
ブ方針としてがんばります。
大堀会長、会員の皆様と共に 1 年間
頑張って参ります。ご指導、ご協力
よろしくお願い致します。
会員の皆様昨年度は大変お世話に
なりました。大堀・中川年度が盛り
上がりますようお祈り申し上げま
す。諸伏ガバナー補佐、並びに事務
局ご一同様ようこそいらっしゃい
ました。御指導よろしくお願い致し
ます。
大堀・中川年度の門出を祝し、平安
な航海を祈念致します。
大堀・中川年度のスタートを祝して。
一年間楽しい例会に努めて下さい。
大堀会長、中川幹事、お手並み拝見
と行きましょう!! 頑張って下さい。
大堀会長、中川幹事、一年間よろし
くお願いします。
大堀･中川年度のスタートを祝す。
体調管理に努めて一年間健康に！
大堀会長・中川幹事、大変な時のス
タートですが、みんなで乗り越えて
行きましょう。船出を祝して！
大堀・中川年度の船出を祝して。会
長、酒はそこそこに体調に気をつけ
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小林勇一郎君
見目

良一君

豊田

光弘君

川堀

哲男君

栁田

尚宏君

坂本

光君
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て頑張って下さい。幹事頼むよ!!
岡本パスト会長、経産省関東経産局
長賞受賞おめでとうございます。野
澤会長、齊藤幹事、1 年間御苦労様
でした。
大堀会長、中川幹事、平石 SAA、一
年間お世話になります。よろしくお
願い致します。
前年度は大変御世話様になりまし
て、ありがとうございました。
大堀、中川年度のスタートです。１
年間楽しく進めて下さい!!
大堀・中川年度のスタートを祝しま
す。
大堀会長、中川幹事、一年間頑張っ
て下さい。前途を祝します。
野澤さん、齊藤さん、一年間ご御苦
労様でした。スマイル大賞をいただ
き感謝。
大堀･中川年度のスタートをお祝い
申し上げます。特に大堀会長には健
康に留意され、お務め下さい。
先日、田村ＰＰには車のメンテナン
スで大変お世話になりました。奉仕
の精神を発揮していただき、近いう
ちに恩返ししたいと思います。
大堀・中川年度の出発おめでとうご
ざいます。石田ガバナーエレクトも
スタート、宜しくお願いします。
大堀会長、中川幹事、１年間宜しく
お願いします。諸伏ＡＧ、田上事務
局長、鴨田・田崎・事務局いらっし
ゃいませ。
大堀・中川年度のスタートを祝し
て！
大堀・中川年度の輝かしきスタート、
誠におめでとうございます。
大堀会長・中川幹事スタートおめで
とうございます。１年間よろしくお
願いします。
岡本ＰＰ経産省関東経済産業局長
表彰おめでとうございます。また真
岡市観光協会会長就任ご苦労様で
す。
大堀・中川年度スタート！
一年間頑張って行きましょう。
大堀会長、中川幹事、いよいよ新年
度スタートですね。私、プログラム
委員長として、お二人の足を引っ張
ることなく頑張ってまいります。コ
ロナ禍の中大変でしょうが一年間
宜しくお願い致します。
大堀会長・中川幹事年度を祝して。

渡邉

佳寛君 大堀・中
川年度の
順調な船
出をお祝
い致しま
す。
渡辺私塾
は今年はオンラインで夏期講習を
行います！
青木 圭太君 大堀会長、中川幹事、一年間よろし
くお願い致します。所用により早退
させて頂きまして申し訳ありませ
ん。
馬場 照夫君 大堀会長、中川幹事、よろしくお願
いいたします。
前野澤会長、前齊藤幹事、大変お疲
れ様でした。
田邊 義貴君 大堀会長、中川幹事年度のスタート
誠におめでとうございます。
会員の皆様、今年度もどうぞ宜しく
お願い致します。
大森 貴之君 大堀会長、中川幹事、本年度も宜し
くお願いいたします。
青少年奉仕委員長としてがんばら
せていただきます。
藤村 三夫君 大堀会長、中川幹事年度のスタート
を祝します。
阿久津 亮君 大堀会長、中川幹事、１年間お世話
になります。ご指導よろしくお願い
します。
廣澤 雅信君 大堀会長、中川幹事、本年度いろい
ろとご迷惑をおかけしますが宜し
くお願い致します。
昨年度は、野澤様、齊藤様、ご指
導有難うございました。
田辺 幸夫君 大堀会長・中川幹事、一年間宜しく
お願い致します。
安田 政昭君 大枚をいただいております。今年度、
よろしくお願いいたします。
久保田 正君 先日のゴルフは大変お疲れ様でし
た。
本日で２年目を迎え、気持ちを新た
に精進して参ります。宜しくお願い
致します。
井筒 尚也君 野澤前会長、齊藤前幹事、一年間お
疲れ様でした。大堀会長、中川幹事、
これから一年間よろしくお願い致
します。
◆会長方針発表
大堀 文雄会長
真岡ロータリークラブ第 62 代会長を拝命しまし

本年度の真岡ロータリークラブの会長テーマは
「ほほえみで心を豊かに」です。笑顔で接してもら
った人には喜びが生まれ、自ずと人間関係がよくな
ると思っています。笑顔は表情も周りの雰囲気も明
るくし、相手の心を癒し、お互いの心を豊かにする
でしょう。また、それらの思いやる気持で、会員同
士、地域の人達との親睦につながっていき、心を豊
かにし、奉仕していきましょう。
さて、ホルガー・クナーク 2020－21 年度 RI 会長
テーマは「ロータリーは機会の扉を開く」です。私
は数字を掲げて成長を求めるような事はしません。
その理由はごく簡単です。これまで数字を掲げて成
長を求めるたびに失敗に終わってきたからです。皆
さんには数字にこだわる代わりに、有機的に、持続
可能なかたちで、ロータリーを成長させるか考えて
ください。現会員を維持し、クラブに新しい会員を
増やせるか、そして立ちはだかる課題に立ち向かう
ため組織を強くできるか、世界でロータリーへの認
識が高まっているこの絶好の機会に行動を起こし
て「太陽が出ているうちに修理しなくてはならな
い」のです。
ロータリーは変わらなければなりません。必ず変
わります。ポール・ハリスが話したように時に革命
的でなければなりませんし、革命的であるべき時と
は、まさに今なのです。 職業人にロータリーの扉
を開こうではありませんか。
一方でロータリアンとなるにふさわしくない年
齢はないということも覚えておきましょう。年齢に
かかわらず誰でも歓迎しましょうを基本にして実
行していくことです。
そして、第 2550 地区 2020-21 年度ガバナー森本
敬三氏の地区方針と目標は「魅力ある元気なクラブ
にしましょう」です。その為に【クラブ強化】【デ
ジタル化】【人材育成】【支援】の４つに取り組ん
でいくということに、真岡ロータリークラブも協力
していきましょう。
以上の事を基本に
して、全力で頑張って
まいりたいと思いま
す。皆様のご協力とご

て、身の引き締まる思いです。歴史と伝統ある我が

支援を宜しくお願い

クラブの名に恥じることの無い様に、頑張っていき

致します。

たいと思います。

◆本年度のクラブ方針
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１．友好クラブとの
交流を大切にする
２．社会奉仕の参加
３．会員の維持
◆五大委員長方針発表
●クラブ管理運営委員会

齊藤 敏彦君
2020～2021 年度 RI
会長ホルガー・クナー
ク会長テーマは「ロー
タリーは機会の扉を開
く」です。
数字を求めず、年齢に
かかわらずすべての職
業人にロータリーの扉を開こうとのことです。
2550 地区 2020～2021 ガバナー森本敬三氏の地区
方針は「魅力ある元気なクラブにしましょう」です。
今年度の大堀会長は「ほほえみで心を豊かに」を
テーマに本年度の三つの方針（上記参照）を掲げま
した。
クラブ管理運営委員会は、
親睦活動委員会 横松 和美委員長 他 8 名
プログラム委員会 柳田 尚宏委員長 他 2 名
出席委員会
佐藤 克彦委員長 他 2 名
スマイル委員会
細谷 慶忠委員長 他 3 名
で総力を結集し、大堀会長・中川幹事年度が、ほほ
えみで心が豊かになり、魅力あるクラブとなるよう
努力していきます。会員皆様のご協力、ご指導、よ
ろしくお願い申し上げます。
●公共イメージ委員会
見目 良一君
会長幹事と共に、
「ほほえみで心を豊
かに」というスローガ
ンの下、１年間頑張っ
ていきたいと思いま
すのでよろしくお願
い致します。
一昨日この発表を依頼されて慌てて原稿を書い
た次第です。
公共イメージ委員会は広報と会報の２つででき
ております。具体的には、広報は当クラブのロータ
リー活動を、会員でない方々、他のＲＣの方々に広
くお伝えしていくのがメインの仕事です。SNS であ
る Facebook の活用、ＨＰのこまめな更新を通して
広く周知すると共に、マスメディアも利用して活動
内容を知ってもらうことが中心になるでしょう。
会報におきましては、例会をはじめとして、各イ
ベント毎の会報の作成、配布、また配信等を通して
会員に活動を伝え、啓蒙していくのが仕事の内容だ
と思います。ＩＴに長けている会員の方々は、ＨＰ
を通して会報を確認しているかと思いますが、ＨＰ
に関しては中川幹事にご尽力を戴いております。会
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報が出るたびにＨＰにアップしてくれていますし、
年度が変わる毎に会長挨拶や写真の差し替えなど
も行ってくださっています。
このような形で内外にＲＣの活動を伝えること
が公共イメージ委員会の仕事ですが、本年度は会員
全員のマイロータリー登録を進めていきたいと思
っています。広報委員長と共に皆様を全面的にバッ
クアップする所存ですので、よろしくお願い致しま
す。
今まではイベント毎に会報と広報が２人で写真
を撮っていましたが、無駄を省くために写真をアッ
プする場所を LINE 上に作り、互いに使えるように
しました。
以上、どうぞよろしくお願いいたします。
●会員組織委員会

久保 康夫君
会員増強委員会、廣
澤雅信委員長が案内状
を作成してくれました
が、増強委員会が会員
を増やすのではなく、
会員の皆様からいかに
推薦してもらうかとい
う雰囲気を作るのが増
強委員会の仕事です。各委員の活躍に期待します。
会員選考委員会は大先輩が委員ですので、委員長
の私には何の権限もありません。
職業分類委員会も岡本委員長はじめ先輩方です
ので私には何もできません。
ロータリー情報委員会も金子委員長と野澤巧直
前会長の下では私の言い分は通りません。
以上、よろしくお願い致します。

◆スマイルボックス（７月２日現在）
前回までのスマイル繰越金
会員
ビジター
本日のスマイル合計
スマイル今期累計
前回までの米山繰越金
本日の米山
米山今期累計
5

（円）
0
139,000
0
139,000
139,000
0
0
0

皆出席表彰

７月１６日・２３日・３０日は
休会

結婚記念日祝

本年度の第３回例会（2970 回）は

７月９日（木）のプログラム
月初例会
誕生日祝

五大委員長発表

８月６日（木）

◆スケジュール
７月
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◆月間予定出席者
在籍

57 名

出席免除者 1 名（有資格者 1 名 + 有理由者

例 会 日
補正後
本

日

月

名）

出席義務

事前 MU

事後 MU

出席者

内免除者

欠席者

出席率(%)

56

１

-

50

１

６

89.47

日

７月２日

◆月間出席率 ( % )
7月

8月

9月

10 月

11 月

12 月

1月

※例会欠席は前日 15:00 までに必ず事務局（TEL.0285-84-2511

No.2968 -

6

2月

3月

4月

5月

FAX.0285-84-2510）までお知らせください。

6月

