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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 米山奨学生     リン・ミンヨウ様    

 

◆会長挨拶        会長 齊藤 敏彦君 

   
皆さん明けましておめでとうございます。本日は

2022年1月の第1回の新年例会・3001回目の例会と

なります。昨年は皆様のご協力により3000回の記念

例会を行うことができました。改めて御礼申し上げ

ます。あわせて大堀中川年度に伊東永峯パストガバ

ナーよりお預かりした月桂樹の植樹祭も行うこと

ができました。記念碑ができ次第建立したいと思い

ます。本日はお客様として米山奨学生リン・ミンヨ

ウさんも来てくれています。また本日は新入会員宇

南山照元さんが正会員となっております。紹介しま

す。本年度はコロナで始まりさらに地区大会・3000

回例会とあっという間に6か月が過ぎました。後半

戦はのんびりできるのかなと思っていましたが、オ

ミクロン株で例会がどうなるか心配でございます。

直近でクラスターも発生しておりますので、皆様に

は細心の注意を払っていただきながらの例会にな

ると思います。また青少年奉仕委員会の皆様にはサ

ッカー大会・バレーボール大会の運営をお願いしま

す。3月には市役所の駐車場も完成し、西クラブと

合同での市役所石碑の設置がございます。後半も皆

様にはより一層のご協力をお願い申し上げます。と

はあれ、本日はお正月新年会でございます。親睦活

動委員会の皆様・ＳＡＡ・副ＳＡＡ・関係者の皆様

の設営に御礼申し上げ、2022年のスタートの会長挨

拶とさせていただきます。 

 

◆米山奨学金授与 

   斎藤敏彦会長 米山奨学生リン・ミンヨウ様

 
皆様明けましておめでとうございます。昨年は大
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変お世話になりました。私はここで皆様と一緒に笑

顔で新しい年を迎えることができ本当にうれしい

です。今年の目標についてですが、田坂広志著書の

「何歳からでも人生をひらく7つの技法」を皆様ご

存じでしょうか？名前の通り成長するための7つの

技法を紹介されています。そのうちの一つが心理推

察の技法です。周りの人の心の動きを考え想像し読

み解く習慣です。恐ろしいことではなく他人の心を

推察することで自分の行動が変わり、そして関係を

良いほうに持っていきます。今年は心理推察の技法

を目標にしてたくさんの人・家族・友達そして皆様

と仲良くしていきたいと思います。以上私からの新

年のあいさつとさせていただきます。皆様にとりま

して今年がいい年でありますように心からお祈り

申し上げます。ありがとうございました。 

 

◆新入会員ロータリーエンブレム・バッジ授与 

   斎藤敏彦会長 石田順一ガバナー 

新入会員 宇南山照元様 

 
 

◆新入会員紹介 会員増強委員長 日下田喜義会員 

 
会員増強委員会の方より新入会員の紹介をさせ

ていただきます。名前は宇南山照元様と申します。

見ていただくとわかるように思い起こせば40年近

くロータリアンとして活躍し、45代会長になられた

宇南山照信様がお父様でございます。ですので、ロ

ータリアンとしての心構えや資質といったものは

申し分ない方ではないかと思います。今の職を申し

上げますと皆様ご存じのように荘厳寺の住職であ

り、真岡ひかり幼稚園の園長でご活躍されています。

推薦者は斎藤会長・岡本俊夫ＰＰでございますので、

このような力強い推薦は他には無いのではないか

と思います。間違いない方ですので、今後とも皆様

にはよろしくお願い申し上げます。 

 

◆新入会員挨拶    新入会員 宇南山照元様 

 

 
皆様明けましておめでとうございます。本年もよ

ろしくお願いします。本日新入会員ということで皆

様の仲間になるわけですが、先ほどご紹介がありま

したように私の父が長くロータリークラブで皆さ

んを共に汗を流していた姿を陰ながら見てきてお

ります。私は実はロータリーの例会には家族で参加

することもあったかと思いますが、家族の中で私だ

けが唯一出たことがありませんでした。なぜかとい

うと父がロータリーの例会に出ていたということ

は留守番を私が必ずしなければならなかったとい

うことでした。もちろん日本国内・海外に行くとき

もそのような形でした。父が早く引退するというこ

とで12年前に「もう来年はいないかもしれない」と

いって13年たっていますが、今日も元気に送り出さ

れてきました。ご紹介推薦していただいた斎藤会長

は地元の方で、寺の役員、そして学園の役員もやっ

ていただいています。岡本さんからもご推薦という

ことで、実は体はこんなですが、30年ほど前には20

㎏ほど痩せていてサッカーをやっておりました。岡

本さんにも昔から大変お世話になっていまして、会

うたびにロータリーに来いと言われていました。ロ

ータリークラブの方で自分がどういう風に活躍で

きるかと思った時に、私事ですが2年前に園でいろ

いろな不祥事がありまして、非常に大変な思いをし

ました。その時にサッカーでテレビに出たいと子供

のころから思っていたのですがかなわず、しかし変

なことでテレビに出ることになりました。その時に

親戚のおばさんから急に電話がありまして、いろん

なテレビ会社とか新聞社から電話があった時の合

間にかかってきたのが「元気そうだね。テレビで見

たよ」という言葉が励ましになりました。それぐら

い猛烈にマスコミにたたかれたという経験を今度

生かしていければ、自分の中での勉強になればと思

っております。そういう中で諸先輩方がいろいろな

経営手腕を発揮し、いろいろな人たちの中で活動し

ていくロータリーの精神として「奉仕の心」そうい

ったものも仏教道につながるものかと思いまして

微力ながら皆様と一緒になって活動していければ

なと思いますので、これからもどうぞご指導ご鞭撻

の方をよろしくお願いします。 

 

◆幹事報告            渡邉 佳寛幹事  
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  宇南山新入会員の素晴らしいお話の後で気が引

けるのですが、今日はたくさんの議題がありまして、

1 度しかいいません。なるべく早く議事録を皆様に

ご覧いただけるようにいたしますのでご了承くだ

さい。まず年度後半の炉辺会合について、感染拡大

の様子をみて 3月以降に設定しようと考えておりま

す。お弁当から会食への変更時期についても様子を

見ながら現時点では、2 月から弁当より会食へと考

えております。バレーボール大会は 2 月 26 日 27 日

と決まりました。例会扱いではなくメイクはできる

という設定になっております。親睦旅行の日程です

が、4 月 23 日 24 日に決まりました。ちょっと新し

い言葉ですが、ロータリー奉仕デーでは年男であり

ます栁田宮司のお社を掃除するということを考え

ております。時期は 4 月か 5 月に予定しております。

事務局のパソコンの動作が遅い状況なので新規購

入、次年度ＺＯＯＭ用例会のための備品購入、12

月の会計報告の承認、最後に去年の暮れに真岡市サ

ッカー協会に大変貢献された大手先生がなくなら

れました。その大手先生へ生花をクラブとして提供

したことを承認していただきました。以上幹事報告

でした。 

   

◆スマイルボックス報告      平石 典嗣会員他 

   
齊藤 敏彦会長 おけましておめでとうございます。

後半がいよいよ始まりました。コ

ロナを回避しながら皆さん頑張り

ましょう。ご支援お願いします。 

 

渡邊 佳寛幹事  会員の皆様明けましておめでとう

ございます。明後日1月8日は私と

金正恩の誕生日です。盛大にお祝

いください。 

 

市村 忠男ｴﾚｸﾄ あけましておめでとうございます。

今年は特によろしくお願いします。

皆様のご活躍をご祈念いたします。

2月以降、次年度体制つくりに入る

とのことですので、連絡が行きま

すので、ご協力お願いします。 

 

篠原  泉君 新年おめでとうございます。本年も

よろしくお願いいたします。 

 

岡本 俊夫君 会員諸兄に於かれましては清々し

く令和4年を迎えられ御同慶の至り

であります。斎藤・渡邊年度の後半

戦の躍進を祈ります。 

 

石田 順一君 あけましておめでとうございます。

昨年は皆様には一方ならぬご支援

を頂戴いたしまして上期行事が滞

りなく終了することができました。

ありがとうございました。下期もよ

ろしくお願い申し上げます。 

 

広瀬 紀夫君 新年あけましておめでとうござい

ます。よい年になりますように。 

 

田村 浩次君 新年あけましておめでとうござい

ます。今年度は70歳を迎える年とな

りました。健康年齢向上に努めたい

と思います。 

 

宇賀神祐一君 あけましておめでとうございます。

今年もよろしくお願いします。 

 

金子 正男君 斎藤年度の折り返しを祝して。野沢

さん新年早々おいしい肉と竹鶴ご

ちそうさまでした。 

 

野沢  巧君 新年あけましておめでとうござい

ます。本年もよろしくお願いいたし

ます！！トラは１０００ｋｍ走る

といわれます。私たちも昔は１２０

０ｋｍ程度は走りました。ソウルが

懐かしく感じています！！岡本さ

ん！！ 

 

大堀 文雄君 新年あけましておめでとうござい

ます。今年もよろしく。 

 

柳  浩雄君 明けましておめでとうございます。

所用のため、新潟におりますので新

年会に出席できず申し訳ありませ
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ん。今年も皆様のご健康とご多幸を

お祈り申し上げます。 

 

三澤 幸光君 明けましておめでとうございます。

本年もよろしくお願いいたします。 

 

石塚 龍夫君 あけましておめでとうございます。

斎藤・渡邊年度も折り返しですが、

石田ガバナーもあと半年！後半も

皆様のご支援をよろしくお願い申

し上げます。 

 

大瀧 和弘君 コロナの収束を願いながら。本年も

どうぞよろしくお願いいたします。 

 

大越 正和君 明けましておめでとうございます。

本年もよろしくお願いいたします。 

 

小林勇一郎君 新年あけましておめでとうござい

ます。今年もよろしくおねがいいた

します。 

 

見目 良一君 謹賀新年！！本年もよろしくお願

いいたします。 

 

豊田 光弘君 新年明けましておめでとうござい

ます。本年もよろしくお願いします。 

 

久保 賢司君 あけましておめでとうございます。

明日の朝、路面スリップに気を付け

ましょう！ 

 

栁田 尚宏君 昨年中は大変お世話になりました。

本年もよろしくお願いいたします。

コロナがまだまだ予断を許さない

状況が続きますが、気を緩めず打ち

勝っていきましょう。 

 

坂本  光君 明けましておめでとうございます。

本年もよろしくお願いいたします。 

 

大森 貴之君 新年明けましておめでとうござい

ます。 

 

栁田 耕太君 寅年にトライ！ 

 

横松 和美君 去年は体調を崩し大変ご迷惑をお

かけしました。おかげさまで体調も

戻り、絶好調であります。コロナに

注意し頑張りますので、今年もよろ

しくお願いいたします。 

 

阿久津 亮君 新年明けましておめでとうござい

ます。2022年はみずのえ寅だそうで

す。コロナに負けず活動していきた

いと思います。本年もよろしくお願

いいたします。 

 

小金 幹典君 皆様本年もよろしくお願いいたし

ます。本年もスムーズな例会運営に

御協力いただきますようお願いい

たします。 

 

廣澤 雅信君 明けましておめでとうございます。

本年も宜しくお願い申し上げます。

やることが多く自分自身の能力の

なさが嘆かわしいです。 

 

安田 政昭君 明けましておめでとうございます。

本年もよろしくお願いいたします。 

 

国府田厚志君 新年明けましておめでとうござい

ます。皆様にとって素晴らしい年に

なりますように祈っています！ 

 

平船 徳章君 今年も引き続きよろしくお願いい

たします。 

 

宇南山照元君 1月から入会いたしましたウナヤマ

です。どうぞよろしくお願い致しま

す。 

 

◆新年会 会長挨拶    会長 齊藤 敏彦君 

 

 
 

 改めまして明けましておめでとうございます。本

格的な雪も降ってきました。ここにお集まりの皆様

はコロナに強い人たちかなと思われます。あまりは

しゃがず静かに楽しみましょう。以上です。 

◆年男お祝い       斎藤敏彦会長 

            年男 栁田耕太会員 
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隣におります篠原泉会員からそろそろ仕事もバト

ンタッチしたらどうかと勧めがありました。私には

あと6年どうしても務めをやらなければならないも

のがあるのでと申し上げました。いつの間にかもう

70歳を過ぎてしまいました。皆様とともにゆったり

とした人生を歩めるように長生きしたいと思って

おります。よろしくお願いいたします。 

 

◆乾杯          大堀 文雄パスト会長 

   
僭越ですが、御指名ですので乾杯の音頭を取らせて

いただきます。昨年は各事業がスムーズに遂行でき、

皆様のご協力のおかげと思っております。今年もま

たいい年になることを願いまして乾杯の音頭を取

らせていただきます。声高らかにお願いします。乾

杯。 

 

 

 
 

◆スマイル大賞    平石 典嗣会員他 

 スマイル大賞受賞  日下田喜義会員 

2989回例会（8月5日） 

誕生日を祝っていただきありがとうございます。誕

生日の8月17日には芳賀日赤でＣＴ造影検査を受け

ます。喜び2倍です。 

 
スマイル大賞をいただきありがとうございました。 

 スマイル大賞受賞  三澤幸光会員 

2992回例会（10月14日） 

先週お祝いをいただきました。私は本日14日が誕生

日となります。満74歳になりました。ロータリー精

神である奉仕の心を実践して参りたいと思います。 

 
皆様スマイル大賞をいただきましてありがとうご

ざいました。会長の報恩の精神にとても感激しまし

た。私も報恩の精神で地域に恩返しをしていきたい

と思っております。今後ともどうぞよろしく 

お願いします。 

 

 スマイル大賞受賞  廣澤雅信会員 

2997回例会（12月2日） 

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。フードバンク活動をしております。

のぞいたつもりが実行することになりました。ミイ

ラ取りがミイラになった気分です。よろしくお願い
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致します。 

 
スマイル大賞をいただきました。ありがとうござい

ます。私は毎回例会でスマイルを出させていただい

ております。受賞の秘訣は下手な鉄砲も数うちゃ当

たるかなと思っております。皆様も数多くのスマイ

ルを入れていただければと思いますので、どうぞよ

ろしくお願いします。 

 

 

◆中締め        市村忠男エレクト 

   

 
楽しい時間もあっという間に中締めの時間となっ

てしまいました。今日はコロナという状況とこの冬

初めての大雪という中、多くの皆様にこの新年会に

ご参集くださいまして感謝申し上げます。これから

の残り半年を会長・幹事・ガバナー・会員の皆様が

力を合わせて結果を残せるようご協力をお願いし

ます。7月以降は皆様にご協力いただくことにもな

るのでそれも併せてお願い申し上げます。まだ飲み

物食べ物がたくさん残っているようですので、中締

めはしますが十分きれいにしていただいてお帰り

いただければと思います。皆様のご健康とさらなる

ご活躍を祈念し、とにかくコロナにうつらない人に

うつさないように、今日は雪とコロナですので、二

次会は避けてお帰りいただくようお願い申し上げ、

中締めしたいと思います。皆様のご健康を祈念し3

本で締めたいと思います。 
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スマイルボックス報告（１月７日現在）（円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前回までのスマイル繰越金 584,000 

会員 111,000 

ビジター 0 

本日のスマイル合計 111,000 

スマイル今期累計 695,000 

前回までの米山繰越金 24,501 

本日の米山 0 

米山今期累計 24,501 

次々回の例会は 

 

２月３日（木） 

 

【月初例会】 

 

商工会議所大会議室 

次回の例会は 

 

１月２０日（木） 

 

【月初例会】 

 

商工会議所大会議室 
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◆月間予定出席者 

在籍 58 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 1 月 7 日 57 0 0 48  10 82.75% 

        

 

 

◆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% 
80.56

％ 
        

※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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