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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

■司会
ＳＡＡ 平石 典嗣君
■点鐘
会長 大堀 文雄君
■国歌
君が代
■ロータリーソング
四つのテスト
■ビジター
大瀧 和弘会員令夫人
大瀧百合子様
石田 順一会員令夫人
石田 幸子様
米山奨学生
グエン・ティ・ヴァン様
会長 大堀 文雄君
大堀、中川年度の初
めての月初例会に出席
くださいましてありが
とう御座います。
「ほほ
笑みで心を豊かに」を
合言葉に宜しくお願い
申し上げます。
石田順一ガバナーエレクト夫人、石田幸子様、
大瀧和弘米山記念奨学会委員夫人、大瀧百合子
様、会員の篠原泉様お誕生日おめでとうございま
す。米山奨学生グエン・ティ・ヴァンさんようこ
そ。新入会員の芳賀赤十字病院院長の本多正徳様
仲良くロータリーを楽しみましょう。
梅雨前線が引き起こした豪雨により九州七県と
岐阜、長野県で河川の氾濫や土砂崩れなどの影響
で亡くなった人や、住宅倒壊、浸水など多くの被
害が出ました。この世の中科学が進んでいますが
自然の驚異は計り知れないと思いました。災害に
見舞われた皆様にお見舞い申し上げます。新型コ
ロナ感染症も東京都では数日１００人超、今日、
埼玉、神奈川、千葉県など首都圏で感染者が増え

ています。特に夜の街の感染患者が多く、本県で
も感染患者が９０人を超えました。皆様 3 密を避
け、感染しないように注意深く日常生活を送りま
しょう。
◆米山記念奨学金授与

グエン・ティ・ヴァンさん

◆会長挨拶

◆新入会員バッジ授与式（本多 正徳会員）
紹介者 前年度会長 野澤 巧君
芳賀赤十字病院院長
本多正徳様でございま
す。安田前院長の後、４
月より芳賀赤十字病院
の院長に就任をされま
した。出身地は、茨城県
下妻市昭和 33 年７月３
日生まれの 62 歳であり
ます。地元下妻で小・中学校、県立下妻第一高等学
校を卒業後、自治医科大学医学部医学科に入学を致
しました。昭和 59 年３月自治医科大学を卒業後、茨
城県の地域医療に９年間従事されました。そして貢
献した後、平成５年に自治医科大学放射線医学教室
に戻りました。その後、平成６年より済生会宇都宮
病院で放射線科医としてスタート致しまして、26 年
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間勤務されました。
血管内治療のスペシ
ャリストとして、胸
腹部大動脈瘤の手術
は年間 150 症例を行
いました。また、解離
性大動脈瘤や末梢血
管の狭窄や閉塞の治
療を行う、日本でもトップクラスの医師であられま
す。最近は、後進の手術指導にもあたっており、本
多先生の技術、そして人柄を頼りにして来られる医
師や患者さんが大変多いとの事であります。済生会
宇都宮病院では、放射線科長や診療部長を歴任し、
平成 24 年より副院長に就任しました。在任中は済
生会病院の経営に携わり、皆様も御存じの通り、全
国でも有数の病院をつくり上げました。そのような
実績から、安田名誉院長から熱烈なアプローチを受
け、済生会宇都宮病院の職員には惜しまれつつ、令
和２年４月に芳賀赤十字病院の院長に就任を致し
ました。プライベートでは、４人のお子様と 11 人の
お孫さんがいる優しいお父様であり、おじい様でも
いらっしゃいます。休日には、ご自分でトラクター
の運転をするなど奥様と共に汗を流す事もあるそ
うであります。そんな心豊かな素晴らしい本多様で
あられます。どうぞよろしくお願い申し上げ、紹介
と致します。
◆新入会員挨拶
本多 正徳会員
まず初めに真岡 RC の皆様には当院に対しまして
多大なる寄付を頂き、また新型コロナウイルス院内
感染防止の為に多くのマスクも頂きましたこと、心
より御礼申し上げます。
先程ご紹介いただきました通り、４月１日より芳
賀赤十字病院院長を務めさせて頂いております。前
任の済生会宇都宮病院は赤十字病院とは系列の違
う病院で、26 年間指揮を取らせていただきました。
包括医療制度の中で運営されている DPC 医療機関
の中で、大学病院がⅠ群、特定病院（全国約 150）
がⅡ群、それ以外は標準病院で、芳賀赤十字病院も
標準病院です。私は済生会宇都宮病を標準病院から
特定病院に格上げする事に携わらせて頂いた経緯
がございます。その様な実績を安田名誉院長に評価
頂きまして、今回熱烈な推薦オファーがございまし
た。自治医科大学の関連人事の中で決定されたと聞
いております。これから県東医療病院として「芳賀
日赤病院にかかって良かった」というような医療病
院を目指してまいりたいと思います。今後共、ご指
導・ご鞭撻をお願いしますと共に、末永いお付き合
いのほど宜しくお願い致します。
◆皆出席表彰
馬場 照夫会員
プレゼンター 野澤 巧 前年度会長
（以下敬称略）
１～５年……野澤 巧・渡邉佳寛・馬場照夫
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杉田貞一郎・平石典嗣・坂本 光
安田政昭・廣澤雅信
６～10 年……石塚龍夫・中川宏行・豊田光弘
大瀧和弘・大越正和・齊藤敏彦
小林勇一郎・市村忠男・栁田尚宏
大堀文雄・太田浩彰
11 年以上……篠原宣之・石田順一・岡本俊夫
広瀬紀夫・久保康夫・金子正男
宇賀神裕一

◆誕生月祝・結婚記念月祝
親睦委員会

横松 和美君 他

〇７月誕生月会員
３日 本多 正徳 会員
２５日 篠原
泉 会員
〇７月誕生月夫人
１１日 大瀧百合子
１９日 井筒依理子
２３日 石田 幸子
２６日 仲田美由紀
２８日 田辺 幸子

様
様
様
様
様

〇結婚記念月会員・会員夫人
１２日 安齋 哲夫・美由紀 様
３０日 安田 政昭・ 明子 様
◆乾杯
岡本 俊夫 会員
ご指名により乾杯の音頭を取らせていただきま
す。まずもって誕生月・結婚記念月の皆様、末永く
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お幸せを継続してくださ
おめでとうございます。石田幸子
い。また、野澤前会長、齊
様、大瀧百合子様ようこそ。
藤前幹事１年間ご苦労様
中川宏行幹事 誕生日月、結婚記念月の会員、会
でした。新たに船出を迎
員夫人の皆様おめでとうございま
えられた大堀会長、中川
す。ご来訪ありがとうございま
幹事、縦横のご活躍をご
す。ヴァンさんようこそ。
祈念申し上げます。また
皆出席表彰ありがとうございまし
会員皆様のご多幸をご祈念申し上げ、乾杯致します。
た。
乾杯！
篠原 宣之君 皆出席表彰２５年をいただきあり
がとうございます。
◆委員会報告
岡本 俊夫君 本多院長の入会を歓迎申し上げま
す。私事ですが日赤後援会副会長
●会員増強委員会
廣澤 雅信君
を務めておりますので何かと会う
本年度会員増強委員長を仰せつかりました廣澤
機会が多くなると思います。地域
です。１年間よろしく
医療の拡充を期待申し上げます。
お願い致します。
宇賀神裕一君 皆出席表彰を頂きありがとうござ
皆様のお手元に「真
います。石田ガバナーエレクト夫
岡ＲＣ入会候補者情報
人幸子様、大瀧百合子様、ヴァン
提供のお願い」という
さんようこそ。
ペーパーがあると思い
久保 康夫君 誕生日、結婚月の皆様おめでとう
ます。皆様方から候補
ございます。
者の情報を持ち寄って頂ければ大変助かります。
野澤
巧君 安田名誉院長の目は確かでありま
この情報を基に活動をしていきたいと思いますの
した。新院長にバンザーイであり
で、皆様方のご協力をお願い致します。こちらに
ます。
書き入れて下さった方は事務局あるいは私にご連
大瀧 和弘君 今月、結婚記念日、誕生日を迎え
絡下さい。
られる皆様おめでとうございま
●会報委員会
渡邉 佳寛君
す。妻の誕生日祝いをいただきあ
会報委員会の渡邉佳寛
りがとうございます。
です。皆様方のテーブル
栁田 尚宏君 今月、誕生月・結婚記念月の会
に前回年初例会の会報を
員・会員夫人の皆様おめでとうご
置きました。初回のみ全
ざいます。また、皆出席の皆様１
員に配布致します。２回
年間ご苦労様でした。
目以降は前年度の希望者
横松 和美君 毎日、雨で気持ちも滅入る所です
をそのまま踏襲し、希望
が、杉田君のオレンジカラーでパ
された方のみに配布します。新たに希望される方
ラダイス気分です。もっとオレン
やその逆の方は私にお申し出下さい。
ジになってください！？
会報のＰＲをしますと、大堀会長のテーマに合
廣澤 雅信君 今月、誕生日・結婚記念を迎えま
わせて６種類の笑顔の写真を成長の過程の順に並
す会員・会員令夫人の皆様おめで
べました。このように一生笑顔で暮らして頂きた
とうございます。今年度の会員増
いと思います。
強を宜しくお願いします。
ガバナー月信用のファイルと会報用のファイル
仲田 英美君 家内に誕生日プレゼントありがと
は希望されない方にもお配りしました。どうぞよ
うございます。週末の土産ができ
ろしくお願い致します。
ました。
●奨学金委員会
これから
市村 忠男君
もよろし
例会後に奨学金委員会
くお願い
の会合がありますので、
します。
委員の方は帰らずにご出
席下さいますようお願い
致します。
◆五大委員長方針発表
◆スマイルボックス報告
大堀文雄会長

細谷

慶忠君

今月誕生月、結婚記念日の皆様お
めでとうございます。本多様入会
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●奉仕プロジェクト委員会
広瀬 紀夫君
奉仕プロジェクト委員会の広瀬です。
奉仕プロジェクト委員会は経験を有する会員が
3

委員長となり、会長の意
向を汲んでスムーズな運
営が出来る様になってい
ます。
職業奉仕委員会は三澤
委員長をはじめ３名で構
成され、出前講座等での実績を今年度も継承して
いただく予定です。
社会奉仕委員会は久保賢司委員長ほか４名で構
成され、例年ですとスポーツ大会がメイン行事で
すが、今年度は新型コロナ感染症により大会は中
止となりました。それでも、様々な社会奉仕への
行動をと思います。
青少年奉仕委員会は３年継続委員会であり大森
委員長のもとサッカー大会・バレーボール大会の
継続事業・昨年度は RYLA にも青木会員の会社より
出席いただきました。
国際奉仕・姉妹クラブ委員会は関連のある委員
会ですが、今年は姉妹クラブの来日を予定し、来
年は台湾での世界大会を予定しています。来年は
石田ガバナーによる栃木ナイトも計画中です。新
型コロナ感染拡大による影響で先が見えません
が、状況を見ながら、そのときの情勢にあった活
動をしていきたいと思いますので、皆様宜しくお
願い致します。

Ｒ財団委員会では、地区補助金・グローバル補
助金を有効に使用しプロジェクトを推進するため
に一会員＄１８０の支援をお願いします。
ＤＤＦ（地区財団活動資金）の５０％以内で地
区に一括して授与され、クラブと財団の使命に沿
った事業に使うのが地区補助金です。また、グロ
ーバル補助金とは２か国以上のクラブや地区が６
つの重点分野に関するプロジェクトを共同提唱
し、立案、実施する国際プロジェクトに使用され
る補助金です。
ロータリー財団委員会は田辺義貴委員長はじめ
藤村会員、本多会員です。宜しくお願いします。
米山記念奨学会では将来のリーダーを育成する
ため奨学生には一人当たり 16,000 円の支援をお願
い致します。また、月初の米山ＢＯＸへの投入も
お願いします。
米山記念奨学会委員会のメンバーは大瀧委員
長、宇賀神会員、小林会員です。
皆様、一年間ご協力お願い致します。
◆スマイルボックス（７月９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

●Ｒ財団・米山奨学会委員会
大越 正和君
今年度ボルガークナー
クＲＩ会長は「数字を掲
げて成長を始める様な事
はしません」との事です
が、Ｒ財団・米山奨学会
委員会には数字の目標が
あります。目標達成の
為、会員の皆様にはご協力をお願いします。

（円）
139,000
39,000
0
39,000
178,000
0
5,450
5,450

８月１３日・２０日休会

８月６日(第 2970 回)

納涼家族例会中止

月初例会

次回８月２７日（第 2971 回）

フォーシーズン静風

フォーシーズン静風

◆スケジュール
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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

出席義務

事前 MU

事後 MU

出席者

56

4

-

47

内免除者

名）
欠席者

出席率(%)

5

91.07

日

７月 9 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.２９６９ -
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2月

3月

4月

5月

FAX.0285-84-2510）までお知らせください。

6月

