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■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         奉仕の理想 

■ゲスト 岡本俊夫会員令夫人   岡本 トミ様

石田順一会員令夫人   石田 幸子様

米山奨学生    グエン・ティ・バン様 

 

◆会長挨拶         会長 大堀 文雄君 

皆様こんにちは。 

月初例会に出席いただきま

してありがとうございます。

初めに本日のお客様の紹介を

させていただきます。石田順

一ガバナーエレクト夫人石田

幸子様、岡本俊夫 PP夫人岡本トミ様、その他会員

の結婚、誕生日の皆様、おめでとうございます。米

山奨学生のグエン・ティ・ヴァンさんようこそ。 

梅雨前線が長く続き、終わりますと今度は異常気

象で、毎日日本全体が高温で 40℃以上の暑さが続き、

毎日日射病になり亡くなる人が大勢います。そして

今度は台風 10号が発生し、史上初めての風、雨で

沖縄、九州全土で死者、川の氾濫や土砂崩れ、住宅

の破壊など大きな被害が出ました。災害に遭われま

した皆様に心よりお見舞い申し上げます。 

コロナ感染症が中々収まりません。本県でも約

300件以上の感染者が出ています。真岡、益子、芳

賀でも 23人ほどが感染者に出て、昨日も出たよう

な気がします。皆さん三密を避けて会員の中から感

染者が出ないよう努めましょう。 

感染症のために各事業ができず申し訳ありませ

ん。9月の例会はできる限りやっていきたいと思い

ます。 

本日は参加ありがとうございました。 

もう一つ、先程 SAAが言った 8月 26日斗六ロー

タリー会員のメイヤーさんがお亡くなりました。弔

電と花環を送ってあります。以上です。ありがとう

ございました。 

 

◆米山奨学生      グエン・ティ・バンさん 

 

◆誕生月祝・結婚記念月祝 

        親睦委員会   馬場 照夫君他 

 

〇９月誕生月会員 

   １日 杉田貞一郎 会員 

   ７日 市村 忠男 会員 

１１日 田辺 義貴 会員 

  １６日 宇賀神裕一 会員 

１６日 阿久津 亮 会員 

１７日 田辺 幸夫 会員 

２１日 大森 貴之 会員 

  ２５日 細谷 慶忠 会員 

３０日 柳  浩雄 会員 
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〇９月誕生月夫人 

１９日 齊藤 聖子 様 

２０日 岡本 トミ 様 

 

 

〇結婚記念月会員・会員夫人 

 ３日 石田 順一・幸子様 

  ６日 杉田貞一郎・淳子様 

  ９日 太田 浩彰・純子様 

１３日 大森 貴之・恵子様 

２９日 栁田 耕太・育子様 

３０日 田村 浩次・智子様 

 

◆乾杯               篠原 宣之君 

 

 皆さんこんにちは。もう９

月という事で、残暑も合わせ

てお見舞い申し上げたいと思

います。皆さんとお会いする

のも久しぶりでが、コロナが

始まって半年たったところで

ございますけども、真岡市におきましても９割方の

商工業者が深刻な影響を受けているような状況で

ございまして、１日も早いコロナの収束が望まれる

ところでございます。ロータリーにおいては、久し

ぶりの例会ですけれども、そろそろいろいろな面で

経済活動も大事ですから、動き出しても良いのでは

ないかと思っております。そういう事で９月は皆様

にとりまして素晴らしいものになりますように、ま

た今月結婚された方、あるいは誕生日を迎えた方の

益々のご健勝を心からご祈念申し上げまして乾杯

の音頭をとらせていただきたいと思います。大きな

声でご唱和をお願いします。乾杯！ 

 

◆幹事報告            中川 宏行君 

 

 皆様こんにちは。幹事報告

をさせていただきます。今日

理事会を開かせていただきま

した。報告申し上げます。ま

ず、炉辺会合の報告が１０月

１５日と決定いたしました。 

２番目に第３４回芳賀美術展の協賛金３万円が

承認されました。 

次に、今後の例会について、基本はあくまでも会

場への出席ですが、とりあえず 2020－2021 年大堀

度に限り、特別措置として ZOOM を使ってオンラ

インで例会に参加をしてもよいことを承認いただ

きました。今日時間があるので、テストとして後ろ

にパソコンを１台あります。これからズームで参加

したいという人は、安田会員が明るいので聞いてい

ただければと思います。繰り返しますが、基本的に

は通常の例会です。危険を感じる方は ZOOM にて

参加ができるということです。よろしくお願いいた

します。 

次に奨学金制度の規約改正について。これは市村

委員長が改正されました。クラブ室に貼っておきま

すのでご確認ください。 

次に８月の会計監査の承認をいただきました。 

事後報告ですが、先日スリアンプロジェクトとい

うことで真岡市内５か所で花火が打ち上がったと

思います。それに協賛させていただきました。お礼

状が来ておりますのでクラブ室に掲示します。ご確

認ください。 

もう一つ。これはガバナー事務所から来ている文

書ですが、このコロナ禍の中で例会に出席されなく

ても全員が出席という扱いにしますという文書に

なります。原則、例会を欠席しても欠席扱いとはし

ませんということです。１２月３１日迄は、それを

適用しても良いという文書が来ております。詳しく

は事務室に提示しておきます。ご確認ください。 

それから例会変更が来ております。真岡西ロータ

リークラブより、９月の例会は１８日（金）のみと

なります。なお、１０月の例会は、第１、第３金曜

日の開催という報告です。 

さらに、下野ロータリークラブ例会変更について。

９月１６日、２３日（水）は休会です。９月３０日

（水）は通常例会という連絡が来ております。以上

幹事報告といたします。ありがとうございました。 

 

◆委員会報告    奨学金委員長 市村 忠男君 

 

 奨学金委員会委員長の市

村でございます。今日奨学金

制度規約の改正案を理事会

で承認いただきました。今回

何故ここに来たかと言いま

すと、新しい会員にこの奨学

金制度について、どういうことで始まったのかとい

うのをこの規約だけでは、中々わかりにくい部分が

ありますので、ちょっとお伝えさせていただくため

です。これは子供の貧困という問題で、今年の厚労

省の白書でも、今現在７人に１人が貧困家庭に属す

るお子さんです。その子供たちが、学校、高校をち

ゃんと卒業できるように、いくらかでも支援しよう

ということで、この制度を始めさせていただきまし

た。皆さんの浄財を奨学金の原資にさせていただい

ておりますので、簡単でありますけど、そういう趣

旨の中で始めさせていただきましたので、お伝えだ

けさせてください。この改正内容につきましては字

句の修正でございますので、読んでいただければ十

分わかるものと思います。これからもよろしくお願

いしたいと思います。以上です。 

 

◆第 2550地区第４回ゴルフ選手権大会表彰 

去る８月２５日、国際ロータリー第 2550 地区第

４回ゴルフ選手権大会が、日光カンツリークラブに

て出場１１５名のもと、バックティーよりスクラッ

チ競技にて開催されました。団体の部は、各クラブ
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上位３名のロースコア合計により行われ、当クラブ

が合計261にて栄えある準優勝となりました。また、

個人の部は、久保田正会員が堂々３位、井筒直也会

員が６位入賞となりました。また、中川宏行幹事が

クラブ内３位となり、大堀会長が賞品の授与を行い

ました。 

選手権３位    選手権６位    クラブ内 3 位 

久保田正君   井筒直也君    中川 宏行君 

 

◆スマイルボックス報告     細谷 慶忠君 

 

大堀文雄会長 本日誕生日、結婚日の皆様、おめで

とうございます。石田幸子様、岡本

トミ様ようこそ。コロナに負けない

ように三密を避けてください。 

中川宏行幹事 誕生日月、結婚記念日月の皆様おめ

でとうございます。ご出席ありがと

うございます。ヴァンさんいらっし

ゃい。 

齊藤敏彦   本日、妻の誕生日祝いありがとうご 

会長エレクト ざいます。妻共々出席できず残念で

す。 

篠原  宣之君 久しぶりの例会ですね。コロナ禍の

一日も早い収束を。会員の皆様のご

健勝をお祈りします。 

岡本 俊夫君 コロナ禍の中、例会運営に苦慮され

ている会長、幹事さんに敬意を表し

ます。本日メイヤ－様のお別れ会が

営まれております。合掌 

久しぶりの家内同伴の例会参加で

す。感謝。 

石田 順一  幸子姫との結婚記念祝をいただき 

ガバナーエレクト ましてありがとうございます。 

       通算５０年連れ添ってきました。 

       もうここまでくればトラブルはな

いでしょう。 

今後ともよろしくお願いします。 

田村 浩次君 結婚記念のお祝いいただきありが

とうございます。妻の忍耐力に支え

られて41回目の記念日を迎えます。 

久保 康夫君 皆さんお久しぶりです！お元気で

すか。コロナに負けないよう大豆も

やし、ビビンバを食べて頑張りまし

ょう。岡本トミさん、誕生日おめで

とうございます。石田ご夫妻結婚記

念日おめでとうございます。 

野澤  巧君 皆様お元気だったでしょうか？ 

ご無沙汰しております!! 誕生日、 

結婚記念日を迎えられた皆様おめで

とうございます。岡本さんの奥様、

石田さんの奥様おめでとうございま

す。グエン・ティ・ヴァンさんご苦

労様です。今日は大変ご苦労様です!! 

杉 杉田貞一郎君 誕生日祝、結婚記念日祝をいただき

ありがとうございます。これからも

感謝の心をもち、頑張っていきたい

と思いますので皆様宜しくお願い

します。 

市村 忠男君 今月結婚記念日、誕生日を迎えられ

る皆様おめでとうございます。新型

コロナ問題が一日も早く終息しま

すように。私も前期高齢者の仲間入

りしました。まだ、老けないよう頑

張ります。 

石塚 龍夫君 ロータリーゴルフ選手権、真岡 RC

団体準優勝、久保田選手グロス 3 位

おめでとうございます。 

大越 正和君 本日誕生日、結婚記念日を迎えられ

る会員の皆様、おめでとうございま

す。岡本トミ様、石田幸子様、バン

さんいらっしゃいませ。 

見目 良一君 久しぶりに参加してます。暑さに負

けぬよう頑張りましょう。 

久保 賢治君 皆様お久しぶりです。岡本パスト会

長、真岡市観光協会会長の就任おめ

でとうございます。「春風駘蕩」の

精神で私も頑張ります。 

栁田 尚宏君 今月、結婚月・誕生月の会員、会員

夫人の皆様おめでとうございます。 

坂本  光君 皆様お久しぶりです。８、９月のお

祝いの皆様おめでとうございます。

岡本 PP 観光協会会長就任おめでと

うございます。 

渡邉 佳寛君 久々の例会に出席できて安心して

おります。岡本俊夫・石田順一令夫

人、ようこそいらっしゃいました。

ごゆっくりどうぞ。 

青木 圭太君 ９月お誕生日

の皆様、結婚

記念日の皆様

おめでとうご

ざいます。本

日も早退にな

り申し訳ございません。 

馬場 照夫君 今月誕生日、結婚記念日を迎えられ

ます会員・会員夫人の皆様、心から

お祝い申し上げます。ウィズコロナ

時代をしっかりと生きましょう!! 

阿久津 亮君 先月は妻の、そして今月は私の誕生

祝ありがとうございます。 

小金 幹典君 今月誕生日、結婚記念日を迎えられ

る皆様おめでとうございます。   

大堀会長、中川幹事におかれまして

はコロナ禍で大変だとは思います



 

No.2970  - 4 

 

が頑張って下さい。 

広沢 雅信君 今月誕生日、結婚記念日を迎えます

会員、会員令夫人の皆様おめでとう

ございます。本年度の会員増強は大

変苦戦しております。皆様のご理解

ご協力を宜しくお願いします。 

田辺 幸夫君 本日は誕生日祝いただきありがと

うございます。やっぱり例会はいい

ですね!! 

久保田 正君 先月２５日のゴルフの参加者の皆

様大変お疲れ様でした。今年は団体

戦が２位でしたので、来年は優勝と

階段を昇って行きましょう！ 

細谷 慶忠君 本日誕生日祝をいただきありがと

うございます。50 才手前の 49 才と

なりました。 

 

◆第 2550地区ゴルフ選手権大会委員  石塚 龍夫君 

 

知らないうちにゴルフ選 

手権の役員にさせられてお

りまして、金子地区幹事と一

緒に今回、３回ぐらい会合に

出させていただきました。来

年は、ゴルフ選手権の実行委

員長は、金子正男でございます。決定しております。

ちなみに大会会長は、太城パストガバナーでござい

まして、大会副会長が石田次年度ガバナー、ガバナ

ーノミニーの佐貫さんのご両名が大会副会長とい

うことでございます。 

このゴルフ選手権は今年４回目、来年５回目で 

ございますが、地区の正式行事にいつの間にか  

なっておりまして、地区の予算２０万がそちらのほ

うに出ているようでございます。地区の行事として 

 

は、野球大会も予算２０万、ゴルフ選手権も２０万

です。つまり正式行事ということで、来年は真岡が

ホストになるので、大会実行委員長は金子正男さん

でお願いしますと言われております。ちなみに来年

は８月２４日（火）、日光カンツリーフルバックテ

ィーでございます。よろしくお願いいたします。 

 

 

◆スマイルボックス（９月１０日現在）   （円） 

前回までのスマイル繰越金 178,000 

会員 86,000 

ビジター 0 

本日のスマイル合計 86,000 

スマイル今期累計 264,000 

前回までの米山繰越金 5,450 

本日の米山 4,216 

米山今期累計 9,666 

◆スケジュール 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3

火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

特

別

休

会

月

初

例

会

通

常

例

会

（
静

風

）

通

常

例

会

（
静

風

）

9月                                  10月

 
 

◆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  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 ９月１０日 56 0  47 １ 9 83.93 

 

◆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。 

９月２４日（木） 

（第 2972回） 

通常例会 

［フォーシーズン静風］ 

９月１７日（木） 

（第 2971回） 

通常例会 

［フォーシーズン静風］ 
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