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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 」 

      
 

 

 

◆会長挨拶        会長 齊藤 敏彦君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

皆様、おはようございます。昨日のリハーサル

から引く続き本日も宜しくお願い致します。本日

がいよいよ本番です。最後まで宜しくお願い致し

ます。 

 

◆地区大会実行委員長挨拶 委員長 岡本 俊夫君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

皆様、おはようございます。昨日から国際ロータ

リー会長代理の鈴木喬さんに同行させていただい

ておりました、リハーサルの内容や準備もとても

良かったとお喜びでした、いよいよ本番です、宜

しくお願い致します。 

◆地区大会実行委員会幹事挨拶  中川 宏行君 

 皆様、おはようございます。昨日は長い時間リ

ハーサルと準備のお手伝い、ありがとうございま

した。今日も一日宜しくお願い致します。 

 

 

◆がんばろう三唱     ＳＡＡ小金 幹男君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《 第２５５０地区大会 》 

 

■司会   真岡 RC  小金 幹典君 

      アシスタント：益子 RC 豊田 有子君 

■点鐘           地区ガバナー 石田  順一君 

■国歌                 君が代 

■ロータリーソング         奉仕の理想 

ソングリーダー      益子 RC 都野 祐俊君 

 

◆物故会員追悼・黙祷（全員 起立） 

地区１１名の物故会員様を偲び、生前のお名前

をご紹介し、皆様と共に慎んでご冥福をお祈りい

たします。 

 

mailto:rc-moka@sweet.ocn.ne.jp
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◆開会の言葉     大会実行委員長 岡本俊夫君 

 

ようこそ

真岡の地

へ。お越し

下さり心よ

り御礼申し

上げます。

ガバナーを

輩出と言う事

でこの真岡の地で多くの皆様をお呼びしたかった

のですがこのコロナ禍でこの様な形での縮小開催

になりました。益子 RCのご協力で地区大会記念ゴ

ルフ大会も予定しましたがやむなく中止となりま

した。 

 しかしながらこの様な中でも国際ロータリー会

長代理 鈴木喬様、令夫人 多喜子様、栃木県知事

福田富一様、真岡市長 石坂真一様をお迎えしこの

様に開催できます事を心より感謝申し上げます。 

 開催に先駆け 4月に RI会長代理の鈴木様が真岡

に来られました、その後こちらからもご挨拶に行

かせて頂きまして一席設けていただきました。こ

のような様々なご縁で助けて下さった多くの皆様

のお蔭でこの様に無事開催に至ったと思っており

ます。本日は、誠にありがとうございました。 

 

◆歓迎の言葉     ホストクラブ会長 齊藤敏彦君 

  
皆様こんにちは。真岡RC63代会長の齊藤でござい

ます。 

本日、地区大会をこの真岡の地で開催されホス

トクラブとして国際ロータリー会長代理 鈴木喬

様、令夫人 多喜子様、栃木県知事福田富一様、真

岡市長 石坂真一様をはじめ数多くの方々をお迎え

しての開催の運びとなりました。心より歓迎申し

上げます。今年の地区大会もコロナ禍の中多くの

方をお迎えしての開催はできませんがITを活用し

ネット配信でご参加いただく形を取らせて頂きま

した。さてここで真岡市の紹介をさせて頂きま

す。ここ真岡市はSLの走る街、イチゴの生産日本

一の町、日本一の大きさを誇る恵比須様の大前神

社、親鸞上人でも知られる高田山専修寺、大河ド

ラマで有名なも有名な渋沢栄一が作った柳林農社

跡地、真岡木綿などがある真岡市、近くにお出か

けの際はお立ち寄りください。最後に第４グルー

プガバナー補佐様をはじめ多くの方々にご協力頂

きました、心より感謝申し上げます。 

以上挨拶といたします。本日は誠にありがとう

ございます。 

 

◆RI 会長代理ご夫妻紹介   ガバナー 石田順一君 

 

 
 

◆来賓・パストガバナー・地区役員他紹介  

ガバナー 石田順一君 

 
 

◆ガバナー挨拶並びに現況報告 

ガバナー 石田順一君 

 
 

本日、国際ロータリー会長代理 鈴木 喬様をお

迎えしこの真岡の地で地区大会が開催されます

事、心より御礼申し上げます。ただコロナ禍によ

り縮小しての開催となり断腸の思いでございま

す。短縮された本大会の中でも地区の行動目標で

ある参加の基盤を広げましょう、に基づいた活動

の成果を発表するとともに地域社会と調和したロ

ータリーの活動がいかに共感を呼び感動を共にで

きるのか地区役員ガバナー補佐とともに可能な限

り展開していきたいと思います。 

 私が年初に掲げましたスローガンである『未来

のクラブを描きましょう』を皆様と共に考えたい

と思います。そして参加された会長幹事の皆様が

クラブレベルを超えた親睦を経験することによる

思い出に残る地区大会にとなるよう努力致しま
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す。７月1日から始まりましたがガバナー公式訪問

も48クラブ中41クラブが終わりました、私の方針

とてコロナ禍であり例会が中止の場合も多々ござ

いましたがそれでも会長幹事には直接会って方針

を伝えたいと思いから会長幹事懇談会は開かせて

頂きました。御蔭で大変参考になりました。 

 またこの世界的な困難の中、多くのロータリア

ンの努力と頑張りには目を見張るものがありま

す。ポリオ根絶の活動にも数多くのロータリアン

が関わってきました。本日は世界ポリオデーであ

ります。本日の下野新聞に公共イメージの観点か

ら掲載させて頂きました。 

 コロナ禍で活動の制限もありましたが、クラブ

の活性を図っていただき今後これまで以上の活動

と奉仕ができる各クラブとなりますよう祈念して

おります。以上で挨拶並びに現況報告とさせて頂

きます。ありがとうございました 

 

◆RI 会長代理挨拶並びに RI 現況報告 

RI 会長代理 鈴木 喬様 

 
 

只今ご紹介に預かりました鈴木喬でございま

す。本日は石田ガバナーご夫妻よりお招きを頂き

まして心より感謝申し上げます。 

昨日、今日と素晴らしい天候の下この真岡に来

れました事、大変に嬉しく思います。岡本俊夫実

行委員長の元、多くの委員の方々前日よりご準備

等ありがとうございます。 

今年度ＲＩ会長の方針は『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。大きく

ポイントは４，５点御座いますが、まずひとつは

会員増強であります。今年度の目標は全世界で130

万人でございます。国内においてもここ3年で

3,000人強減っていますので国内でも会員増強が大

きなテーマです。もう一点は、奉仕活動の充実で

ございます。また公共イメージの発信と言う観点

ではホームページなどのこまめな更新などで若い

会員を導けるようしていきたい。また新クラブの

結成、特に衛星クラブを作り上げ、会員増強にも

つなげていきたい。また日本のＲＣが100周年記念

ということで記念事業として様々執り行いまし

て、記念のロータリーの鐘、記念ポスター、記念

切手、記念バッジ、ＤＶＤ等作成しました。 

次に米山事業でありますが、紆余曲折があって

私が1998年に新しい現在の米山記念館になる時に

私の大学時代の恩師米山桂三先生が実は米山梅吉

の息子さんだったという事を知り、深い縁を感じ

米山事業に力を入れるようになりましたが、米山

梅吉は横浜RC・名古屋RC・大連RC・ソウルRCの

4つのロータリークラブを作りまして大きな実績を

残しております。1952年その米山梅吉の功績を記

念し当時の東京RC会長古沢丈作が、立ち上げた事

業が米山奨学金です、古沢丈作は栃木の出身であ

り、皆様と同じ県の出身ですのでご存知の方も多

いと思います。今回栃木の地区大会にお呼び頂き

ましたのでお話したいと思い少しお話致しまし

た。以上ですがこれで報告とさせて頂きます。 

 

◆記念事業目録贈呈及び来賓挨拶   

ガバナー石田順一君  

  

 
 

 
 

 
 

◆地区会計収支及び監査報告 

直前地区会計長 大田原中央 RC川口篤史君  

 

 
◆大会委員会報告並びに上程 



 

No.2991  - 4 

 

 

◆大会決議案採択      ガバナー石田順一君 

拍手多数により可決されました。 

 

◆選挙管理委員会報告  

選挙管理委員長 中谷研一君 

 

◆祝電披露 アシスタント：益子 RC 豊田 有子君 

         

◆元一年交換留学生 祝辞  

 

 
 

◆姉妹クラブ 台湾斗六扶輪社 祝辞 

 

 

 
 

《 第二部 》 

 
記念演奏 尊徳太鼓保存会 

 

 
 

 
 

◆ガバナー補佐紹介    ガバナー石田順一君 

 

 
 

第1グループ 富田 勤 ガバナー補佐 （西那須野 RC） 

代理 小西 久美子次年度 ガバナー補佐（大田原 RC） 

 

第2グループ 大村 一夫 ガバナー補佐 （氏家 RC） 

 

第3グループ A 坂寄 修一 ガバナー補佐 （宇都宮

西 RC） 

 

第3グループ B 渡邉 有規 ガバナー補佐 （宇都宮

東 RC） 

 

第5グループ 小浦 正久 ガバナー補佐 （小山 RC） 

 

第6グループ 片柳 均 ガバナー補佐 （栃木南 RC） 

 

第7グループ 野本 晃也 ガバナー補佐 （日光 RC） 

 

第8グループ 五十嵐 章 ガバナー補佐 （足利東 RC） 
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第9グループ 三好 仁 ガバナー補佐 (佐野 RC） 

 

第4グループ 高山忠則ガバナー補佐(しもつけ RC） 

 

 

◆地区内クラブ紹介       各ガバナー補佐 

 

◆各種表彰  

 

＊ロータリー奉仕部門賞   栃木RC 川嶋 幸雄様 

 

＊ロータリー賞       鹿沼東ロータリークラブ様 

壬生ロータリークラブ様 

          矢板ロータリークラブ様 

那須野ロータリークラブ様 

 

＊ロータリー財団大口寄付者 篠崎 博司様(佐野RC） 

石田 順一様（真岡RC） 

 

 
 

＊意義ある奉仕賞 西那須野ロータリークラブ様 

 

＊ガバナー賞 

黒磯ロータリークラブ 

（国際医療福祉大学生への生活支援として２トン

トラック１台分の生活支援物資寄贈） 

 

宇都宮西ロータリークラブ 

（宇都宮市に対して自転車シュミレーター１台を

寄贈 高齢者の自転車事故防止への一助） 

 

宇都宮陽北ロータリークラブ 

(NPO キッズハウス「いろどり」に米400ｋｇを寄贈） 

 

真岡西ロータリークラブ 

（芳賀日赤病院にシトラスリボン1千個を寄贈） 

 

しもつけロータリークラブ 

（下野市並びに上三川町にアルコール消毒液スプ

レーボトルとマスクの寄贈） 

 

 鹿沼ロータリークラブ 

（鹿沼消防本部に救命ボート２隻と救命胴衣３着

の寄贈） 

 鹿沼東ロータリークラブ 

（鹿沼南高校 IAC（ｲﾝﾀｰｱｸﾄｸﾗﾌﾞ）との連携で子ど

も食堂への寄贈と支援） 

 足利東ロータリークラブ 

（足利東 RAC（ﾛｰﾀｰｱｸﾄｸﾗﾌﾞ）50周年を迎え、50年

もの永きにわたる青少年育成事業） 

  

佐野ロータリークラブ 

（PCR 検査機器購入に際して多額の支援金を寄付） 

 

＊会員増強優秀賞 宇都宮陽北ロータリークラブ様 

栃木西ロータリークラブ様 

 

＊ローターアクト地区功労賞  

直前地区代表 野村貴志様 

 

＊インターアクト地区功労賞 

            足利大学付属高等学校様 

 

＊地区功労賞 

第1グループ直前ガバナー補佐  

秋間 偲様 黒磯 RC 

第2グループ直前ガバナー補佐 

桜井 恵二様 矢板 RC 

第3グループ A直前ガバナー補佐 

印出井 敏英様 宇都宮 RC 

第３グループ B直前ガバナー補佐 

湯澤 敦史様 宇都宮さつき RC 

第4グループ直前ガバナー補佐 

諸伏 勇治様 真岡西 RC 

第5グループ直前ガバナー補佐 

慶野 保夫様 小山中央 RC 

第6グループ直前ガバナー補佐 

川嶋 健市様 壬生 RC 

第7グループ直前ガバナー補佐 

鈴木 良男様 鹿沼 RC 

第8グループ直前ガバナー補佐 

（故）櫻木 宏紀様 足利 RC 

第9グループ直前ガバナー補佐 

芝口 久雄様 佐野東 RC 

直前職業奉仕委員長        片柳 均様 栃木南 RC 

 

＊地区功労奉仕賞 

永井 宏樹インターアクト委員長 宇都宮RC 

高木 敬ローターアクト委員長 宇都宮東RC 

 

＊公益財団法人ロータリー米山記念奨学会寄付 

4,000万円達成クラブ表彰 

宇都宮９０ロータリークラブ様 

小山ロータリークラブ様 

2,000万円達成クラブ表彰 

小山東ロータリークラブ様 

 

＊個人平均寄付額上位クラブ表彰 

足利ロータリークラブ 35,260 円 

葛生ロータリークラブ 27,461 円 
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小山南ロータリークラブ 26,666 円 

 

＊ロータリー財団寄付  

１位 足利東ロータリークラブ 312.66ドル 

２位 真岡ロータリークラブ 265.66ドル 

３位 葛生ロータリークラブ 242.94ドル 

 

＊100%ロータリー財団クラブ 

馬頭小川RC・今市RC・烏山RC・黒磯RC・葛生RC・益

子RC・壬生RC・真岡RC・日光RC・西那須野RC・大田

原中央RC・大田原RC・小山中央RC・小山東RC・小山

南RC・佐野東RC・しもつけRC・氏家RC・宇都宮東RC・

宇都宮南RC・宇都宮陽北RC・宇都宮陽南RC・宇都宮

陽東RC 

 

＊End Polio Now（エンド・ポリオ・ナウ）キャンペ 

ーン1,500 ドル以上寄付クラブ 

 

     宇都宮東ロータリークラブ 14,540.00 $ 

 宇都宮陽北ロータリークラブ 2,780.07 $ 

     宇都宮南ロータリークラブ 2,009.20 $ 

     真岡ロータリークラブ 1,710.00 $ 

     宇都宮陽東ロータリークラブ 1,590.00 $ 

 

◆記念品贈呈 

 

 
 

◆ガバナーエレクト・ガバナーノミニー紹介   

ガバナー 石田順一君 

 
 

◆佐貫 直道 ガバナーエレクト挨拶 

 

◆三井 福次郎 ガバナーノミニー挨拶 

 
◆次期地区大会ホストクラブ紹介・ビデオ放映  

宇都宮陽東ロータリークラブ 

 
 

◆RI 会長代理所管・ガバナー謝辞・閉会の言葉  

RI 会長代理 鈴木 喬 

 
石田順一ガバナー 

 
岡本俊夫実行委員長 

   
◆点鐘          ガバナー石田順一君 
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スマイルボックス報告（１０月２４日現在）（円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前回までのスマイル繰越金 271,000 

会員 0 

ビジター 0 

本日のスマイル合計 0 

スマイル今期累計 271,000 

前回までの米山繰越金 16,156 

本日の米山 0 

米山今期累計 16,156 

次々回の例会は 

 

１１月２５日（木） 

 

【ガバナー公式訪問】 

 

フォーシズン静風 

次回の例会は 

 

１１月１１日（木） 

 

【月初例会】 

 

商工会議所大会議室 

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

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

月
初
例
会

地
区
大
会
振
替
休
会

ガ
バ
ナ
ー

公
式
訪
問

 
◆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 10 月 24 日 56 0 0 43  13 76.78% 

        

 

 

◆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 

80.43% 73.21% 67.85%          

※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。 
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