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国際ロータリークラブ シェカール・メータ会長テーマ 奉仕しようみんなの人生を豊かにするために 

真岡ロータリークラブ 斉藤敏彦会長テーマ 「 報 恩 」 

      
 

 

 

■司会    ＳＡＡ 小金 幹典君 

■点鐘           会長 齊藤 敏彦君 

■国歌                 君が代 

■ロータリーソング         奉仕の理想 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ゲスト 2550地区ガバナー     石田 順一様 

 台湾斗六RC会長(ネット参加)盧 偉仁様 

台湾斗六RC幹事(ネット参加)陳 紀綸様 

 台湾斗六RC通訳(ネット参加)金 希仁様 

石田ガバナー夫人    石田 幸子様 

大瀧和弘会員夫人   大瀧 百合子様 

米山奨学生             林 敏蓉様 

 

◆会長方針      第 63代会長 齊藤 敏彦君 

 

『 報 恩 』 

 

真岡ロータリークラブ第63代会長を拝命いたし 

 

まして、真岡ロータリークラブの歴史の重さを感

じつつ、甚だ未熟ではございますが、渡邉佳寛幹

事と共に一年間精一杯務めさせていただきます。 

さて、2021-2022年度RI会長シェカール・メータ

会長のテーマは『奉仕しよう みんなの人生を豊か

にするために』であります。奉仕するとき、誰か

の人生だけでなく、自分の人生も豊かになりま

す。インドの偉大な思想家の一人であるヴィヴェ

ーカーナンダは「人生では、与える者、奉仕する

者になりなさい。ただし、与えるときも奉仕する

ときも謙虚になり、ひざまずいて『与えさせてい

ただけますか』『奉仕させていただけますか』とお

願いする気持ちになりなさい」と説きました。ほ

かの人のために生き、世話をし、奉仕することで

誰かの人生を豊かにすることは、自分の人生の最

高の生き方です。アインシュタインが言ったよう

に、「誰かのために生きてこそ、人生には価値があ

る」のです、とシェカール会長は言っています。 

本年度、我が真岡ロータリークラブより石田順

一RI第2550地区ガバナーを22年ぶり輩出しており

ます。ガバナーテーマは『未来のクラブを描きま

しょう』です。私のテーマは『報恩』とさせてい

ただきました。今一度、真岡ロータリークラブの

歴史・伝統を振り返り、今ここにこうしていられ

るのは、先輩方が守ってきてくれた場所があり、

周りの人たちに助けられてきたお陰であることを

一度立ち止まり、考えることによって次の世代へ

つないでいきましょう。 

『恩に報いる』を心に刻みながら、会員の皆様

と共にさらなる親睦を重ね、意見を尊重し合いつ

つ、切磋琢磨し、成長することが未来のクラブを
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描くことだと思います。 

 

◆会長挨拶        会長 齊藤 敏彦君 

 

皆さんこんにちは、 いよいよ2021-2022齊藤・

渡邉年度が スタートします。本年度第63代会長

を拝命いたしまた齊藤でございます。真岡ロータ

リークラブの歴史の重さを感じつつ甚だ未熟では

ございますが、渡邉佳寛幹事と共に一年間精一杯

務めさせていただきます。 

本日は月初会でございます。お客様は石田ガバ

ナーの奥様幸子様です、そして大瀧会員の奥様、 

百合子様です また米山奨学生林敏蓉（りんみん

よう）さんもいらっしゃっています。本日のご参

加ありがとうございます。そして、大堀・中川年

度入会の はが野農業協同組合長の国府田厚さんと

栃木銀行大塚支店長の後任の平船徳章（たいらぶ

ねのりあき）支店長です。真岡ロータリーへよう

こそ。ロータリーを楽しんでください。 

今日はなんと斗六ロータリーの新会長レオさん

がBBと共に真岡RCのスタートにzoomにて参加して

くれています。例会に花を添えていただき誠にあ

りがとうございます。 

本来ならば会長方針発表の日ですがこのコロナ

渦の中なるべく短縮での例会にいたしたく、皆様

のお手元にある書面での会長方針発表という事で

ご了承願えれば幸いです。この『報恩』のもと、

一年間石田ガバナー年度を成功に収めたいと思い

ますので、皆様のご協力をお願いしながら会長挨

拶といたします。よろしく願いいたします。 

 

 
 

◆台湾斗六RC会長(ネット挨拶)   盧 偉仁様 

 

まず、真岡RC齊藤会

長、渡邉幹事、石田ガバ

ナーご就任おめでとうご

ざいます。2021-2022年度

は皆様と共に歩んでいき

たいと思います。私は第

40代会長を務めます斗六

RC会長、盧 偉仁とも申します。姉妹クラブ締結

以来これまで変わることなく共に歩んで来れまし

たことに感謝申し上げます。この一年半の間 新型

コロナウィルスにより交流することもできず、6月

に予定されていた台湾におけるRI国際大会もネッ

ト配信になってしまい皆様とお会いすることもで

きませんでした、誠に残念でございました。また

この場を借りて日本から台湾に124万回分ものワク

チンをいただけた事に心から感謝申し上げます。

早くこのパンデミックが収束し交流ができるよう

になることを祈念しています、また石田順一ガバ

ナーご就任のお祝いを準備したのですが、ネット

ではお渡しできないので次回お会いした時にお渡

しいたします。真岡RCの皆様の益々のご健勝を祈

念いたしまして挨拶とさせていただきます。 

◆2550地区ガバナー挨拶(ネット挨拶) 石田順一様 

 

本日午前0時からガバナ

ーに就任致しました石田で

ございます。本日は、午前

午後とガバナー会議があり

ましてネットでの参加をお

許し下さい、先ずもって齊

藤会長、渡邊幹事年度のスタートおめでとうござ

います。ガバナーとして真岡RCの名に恥じないよ

う頑張ってまいります、どうぞ一年間宜しくお願

い致します。 

 

◆退任挨拶             大塚 久会員 

 

こちらで3年間お世話にな

りました、とても良い経験を

させていただきました。特に

会報委員会に配属された時は

訳も分からず、ただ締切りに

追われる新聞記者のような思

いをしながら会報を作りまして、とても記憶に残

っております。こちらでの3年間は間違いなく今後

の私の人生の糧になると確信いております、今

後、会員皆様及び会員夫人そしてこの真岡RCの

益々のご発展を祈念しながら挨拶とさせていただ

きます。 

 

◆新入会員バッジ授与式     国府田 厚会員 

                平船 徳章会員 

 

◆米山記念奨学金授与       林 敏蓉さん 
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◆誕生月祝・結婚記念月祝 

       親睦委員会   大越正和会員他 

 

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 様 

19日 井筒 依理子 様 

23日 石田 幸子 様 

26日 仲田 美由紀 様 

28日 田辺 幸子 様 

 

〇結婚記念月夫妻 

12日 安齋 哲夫・みゆき 様 

30日 安田 政昭・明子 様 

 

◆乾杯             篠原 泉 パスト会長 

 

 それでは御指名

でございますので

乾杯の音頭を取ら

せて頂きます。齊藤、

渡邊年度の船出で

ございます。どうぞ

楽しくいつもロー

タリー会員が来た

いと思うそういう

ロータリークラブ

を作ってもらいたいと思います。それでは乾杯いた

します。乾杯!! 

 

◆幹事報告            渡邉 佳寛幹事  

 

皆様改めまして

こんにちは。幹事の

渡邉で御座います。

これから一年幹事

として頑張ってま

いります、宜しくお

願い致します。早速

ですが、幹事報告を

させて頂きます。第

１回通常理事会を先程開催いたしました。議題につ

いて発表させて頂きます。 

 

1 会長方針について   

2 2020-2021年度決算について 

3 2021-2022年度予算について 

4 年会費口座引落しについて ７月２１日（水） 

5 地区大会の準備について 岡本実行委員長 

6 親睦旅行について 2022年 １月１６日・１７

日予定 

7 真岡市国際交流協会の年会費（58名・\61,000）  

8 下野新聞、真岡新聞｢暑中見舞い｣広告協賛

（\11,000）について 

9 ７月以降のプログラムについて 

10 誕生日祝、結婚記念日祝の記念品について  

11 炉辺会合について（１２月以降に実施予定） 

12 地区ゴルフ選手権大会 参加について 

13 その他 

①直前会長・幹事 慰労ゴルフコンペおよび慰労

会について（７月１０日［土］予定） 

芳賀ＣＣ 会費：12,000円 

②2022～2023ガバナー補佐を当クラブから選出、

推薦することについて…ガバナー補佐会議・ＰＰ

会議などにより選出 

③昼食の弁当を継続する期間について（地区大会

までを予定） 

④クールビズについて…7月～９月はノーネクタ

イを承認頂きました。以上です。また、石田ガバ

ナーよりバッジがプレゼントされております。宜

しくお願い致します。 

 

◆委員会報告     親睦委員会 大越正和会員 

 

 皆さんこんにちは。前年度

会長幹事の大堀さん、中川さ

んの慰労ゴルフコンペを7月

10日執り行います。本日締

切りでございますのでまだ

連絡されてない方、どうぞ宜

しくお願いいたします。 

 

◆ガバナー公式訪問委員会    大越正和会員 

 

 皆さんこんにちは。今月からガバナー公式訪問が

始まります。地区大会実行委員会事務局よりスケジ

ュール表が渡されますのでご確認の上宜しくお願

い致します 

 

◆地区幹事           金子 正男会員 

 

皆さんこんにち

は。地区幹事の金子

でございます。地区

大会実行委員会事

務局として新たに

お手伝い下さりま

す新井真美さんでございます。半年の期間ではあり

ますが宜しくお願い致します。ガバナー事務局とし
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ましては行事が目白押しでございます。皆様のご協

力をお願い致します。 

 

◆おしらせ           中川宏行会員 

 

前年度より懸案となっていま

した新しい垂れ（大きめのバ

ナー）が本日完成いたしまし

た。真岡木綿で仕上げてあり

ます。とても素敵なものにな

りました。ありがとうござい

ました。     

 

 

 

 

◆ガバナー月信のおしらせ    市村 忠男会員 

 

ガバナー月信担当の市村

です、今日第一号が出来上が

りました、5人のメンバーで

作っております。この5人の

メンバーで一年やっていき

ます。気づいた点やご意見が

ありましたら遠慮なくご連

絡ください。    

 

◆スマイルボックス報告       平石 典嗣会員他 

 

齊藤 敏彦会長 いよいよ2021-2022年度がスター

トとなりました。皆様の御協力の

元、石田ガバナー年度を盛り立て

ていきましょう。宜しくお願い致

します。 

 

渡邊 佳寛幹事  皆様のお陰をもちまして、新年度

初回の例会を迎えることができま

した。一年間宜しくお願い致しま

す。石田ガバナー夫人、大瀧和弘

夫人、林ミンヨウさんようこそい

らっしゃいました。 

 

市村 忠男君    齊藤会長、渡邉幹事の一年が、思

う存分活動できる事を祈念いたし

ます。エレクトとして勉強させて

いただきます。月信7月号無事発

行できました久保賢司さん、広沢

さん、細谷さん、安田さんご協力

ありがとうございました。 

 

篠原  泉君 新年度例会おめでとうございま

す。素晴らしい一年でありますよ

う祈ります。国府田農協組合長、

栃銀支店長平船さんご入会ありが

とうございます。宜しくお願い致

します。 

 

篠原 宣之君 前年度大堀・中川年度は大変な年

でしたが、ご苦労様でした。今年

度、齊藤会長、渡邉幹事はじめ役

員の皆様頑張ってください。最後

になりましたが小生の叙勲の際に

は多くの会員にお祝詞をいただき

ありがとうございました。 

 

岡本 俊夫君 国府田組合長、平船支店長の入会

を祝す。大塚支店長新任地で頑張

れ!!齊藤、渡邉年度の洋々たる船

出を祈念します。石田ガバナー奮

励努力せよ。令夫人内助の功を期

待する。 

 

広瀬 紀夫君 齊藤会長、渡邉幹事一年間宜しく

お願いします。国府田さん平船さ

ん入会おめでとうございます。 

 

田村 浩次君 齊藤、渡邉年度のスタートを祝し

ます。一年間楽しくのびのびと活

動してさい。 

 

宇賀神裕一君 齊藤会長、渡邉幹事のスタートそ

して石田ガバナーのスタートを祝

して‼一年間宜しくお願い致しま

す。 

 

金子 正男君 齊藤、渡邉年度の船出を祝して!!

国府田さんようこそ、斗六RCルー

ウェイ・ジェン会長、チェン・チ

ー・ルウン幹事一年間宜しくお願

い致します。ＢＢずいぶん立派な

んヘッドになりましたね。 

 

久保 康夫君 齊藤会長、渡邉幹事年度のスター

トですね。おめでとうございま

す。背筋を伸ばして肩に力を入れ

て頑張りましょう。 

 

野澤  巧君 齊藤、渡邉年度のスタートです。

一年間楽しんで下さい。心からお

祝い申し上げます。また結婚記念
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日、誕生日を迎えられる皆様誠に

おめでとうございます。そして林

さんようこそ‼ゆっくりとしていっ

てください。 

 

大堀 文雄君 一年間お世話になりました。 

 

柳  浩雄君 齊藤会長、渡邉幹事いよいよスタ

ートですね。石田ガバナーもスタ

ートですね。一年間頑張ってくだ

さい。本日欠席となり申し訳ござ

いません。 

 

杉田貞一郎君 齊藤会長、渡邉幹事年度のスター

トを祝すとともに明るく楽しい年

度になることを祈念いたします。

また、石田ガバナー年度ですね。

大変なことも多々あると思います

が心に残る一年になるよう皆様と

共に頑張っていきたいと思いま

す。 

 

三澤 幸光君 齊藤、渡邉年度のスタートに心よ

りお祝い申し上げます。一年間お

二人の力を存分に発揮してくださ

い。 

 

石塚 龍夫君 いよいよ石田ガバナー年度のスタ

ートです。齊藤会長、渡邉幹事頑

張ってください。国府田様、平船

様ご入会おめでとうございます。

会員の皆様、石田順一を男にして

やってください。宜しくお願い致

します。 

 

大瀧 和弘君 いよいよ石田ガバナー、齊藤・渡

邉年度のスタートです。一年間宜

しくお願い致します。妻の誕生日

祝いを頂きありがとうございま

す。 

 

中川 宏行君 齊藤、渡邉年度のスタートおめで

とうございます。盧偉仁会長・幹

事・BB、zoom例会参加ありがとう

ございます。国府田さん、平船さ

ん入会おめでとうございます。 

 

大越 正和君 石田順ガバナー奥様幸子様、大瀧

百合子様、リンミンヨウ様、国府

田様、平船様いらっしゃいませ。

今年度親睦委員会宜しくお願い致

します。 

 

小林勇一郎君 斎藤、渡邉年度の船出を祝して！ 

見目 良一君 齊藤、渡邉年度の出航を心より祝

い申し上げます。またガバナー輩

出クラブとしてとして全体で支え

られますよう私も微力ながら頑張

っていきたいと思います。 

 

豊田 光弘君 齊藤会長、渡邉幹事スタートおめ

でとうございます。一年間宜しく

お願い致します。 

 

久保 賢司君 齊藤会長、渡邉幹事の門出を祝し

て。 

 

柳田 尚宏君 齊藤会長、渡邉幹事一年間頑張っ

てください。影となり日向となり

私なりに応援してまいります。 

 

坂本  光君 齊藤年度、石田ガバナー年度を祝

して。zoom参加のBBご無沙汰で

す。国府田さん、平船さんご入会

おめでとうございます。齊藤会長

お孫さん誕生おめでとうございま

す。安田君娘さんの誕生おめでと

うございます。 

 

青木 圭太君 斎藤、渡邉年度がコロナを吹き飛

ばして下さる事を期待しておりま

す。 

 

馬場 照夫君 齊藤、渡邉年度のスタート心より

お祝い申し上げます。これから一

年間宜しくお願い致します。スタ

ート万歳!! 

 

藤村 三夫君 齊藤会長、渡邉幹事の船出を祝し

ます。どうぞよろしくお願いしま

す。 

 

阿久津 亮君 齊藤会長、渡邉幹事一年間ご指導

宜しくお願い致します。また、国

府田さん色々宜しくお願い致しま

す。 

 

小金 幹典君 本年度SAAを務めさせていただきま

す。広澤副SAAと共にスムーズな例

会運営を心がけてまいりますので

宜しくお願い致します。 

 

広沢 雅信君 祝、石田ガバナー、齊藤会長、渡

邉幹事今年度スタート、微力なが

ら全力を尽くします。新入会員の

国府田様、平船様ようこそ、大塚

様転勤になっても宜しくお願い致

します。 
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田辺 幸夫君 齊藤会長、渡邉幹事一年間宜しく

お願い致します。国府田組合長、

平船支店長入会おめでとうござい

ます。本日社用につき早退させて

いただきます。 

 

保田 政昭君 今年度も宜しくお願い致します。 

 

久保田 正君 齊藤、渡邉年度の出航に際してス

マイル委員会として精一杯頑張り

ます。 

井筒 尚也君 齊藤会長、渡邉幹事一年間宜しく

お願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国府田厚志君 本日入会させていただきました、

宜しくお願い致します。 

 

◆スマイルボックス報告（７月１日現在）（円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前回までのスマイル繰越金 0 

会員 127,000 

ビジター 0 

本日のスマイル合計 127,000 

スマイル今期累計 127,000 

前回までの米山繰越金 0 

本日の米山 6072 

米山今期累計 6072 

次々回の例会は 

 

７月１５日（木） 

 

【通常例会】 

 

商工会議所大会議室 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

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

皆

出

席

　

五

大

委

員

長

報

告

通

常

例

会

　

大

会

打

合

せ

海

の

日

休

会

特

別

休

会

 
◆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 7 月 1 日 56 0 0 49  7 85.96 

 

 

◆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。 

次回の例会は 

 

７月８日（木） 

 

【通常例会】 

 

商工会議所大会議室 


