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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      手に手をつないで 

      
■ゲスト 2550地区ガバナー 石田 順一様 

 

◆会長挨拶        会長 齊藤 敏彦君 

   

   
 

皆さんこんにちは、 いよいよ通常例会も最終

に近づいてまいりました。始まった時には４５回

分の一からスタートしましたが、始まってしまえ

ば、あっという間の話でした。本当に一年間お世

話になりました。皆様のおかげで、いろいろな経

験をさせて頂きました。今日は総括をさせていた

だきたいと思います。よろしくお願いいたしま

す。会長挨拶と致します。 

 

◆幹事報告            渡邉 佳寛幹事  

     
幹事の渡邉で御座います。幹事報告を致します。

６月１１日（土）午後３時から、市役所駐車場の記

念石碑の除幕式がありますので、よろしくお願い致

します。駐車場入口に注意してください。除幕式は

３０分ぐらいで終了。フォーシーズン静風午後５時

３０分集合、記念撮影後、午後６時から７時ぐらい

まで、斗六ＲＣ４０周年記念例会に参加、午後７時

より最終例会となります。皆様、ご協力の程、よろ

しくお願い致します。 

幹事報告は以上でございます。 

 

◆委員会報告 見目良一次年度幹事 
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 次年度第２回理事会ですが、６月２３日（木）午

後６時から、フォーシーズン静風で開催致しますの

で、よろしくお願い致します。出欠の確認はLINEの

方でお願い致します。それと、委員会の引継ぎの方

もしっかりお願いしたいと思います。ＲＣの方から

各委員会に１万円支給されますので、よろしくお願

いいたします。 

 

    

◆スマイルボックス報告       平石 典嗣会員他 

 

   
齊藤 敏彦会長 本日、通常例会最後となりまし

た。コロナ禍の中、会員の皆様一

年間お世話になりました。 

 

渡邉 佳寛幹事  通常例会は今日が最後になりま

す。皆様のご出席ありがとうござ

いました。幹事総括が長くなって

しまったらごめんなさい。 

 

岡村 俊夫君   コロナ禍の中のクラブ運営、 

齊藤会長、渡邉幹事御苦労様でし

た。然し尚ら、地区大会の設営・

３０００会例会等、大きなプログ

ラムを実践されました。胸を張っ

て下さい。仲間が多数去ると聞い

ております。残念至極。 

 

広瀬 紀夫君 齊藤会長、渡邉幹事お疲れ様でし

た。 

 

 

野沢 巧 君 齊藤会長、渡邉幹事！ 

一年間大変御苦労様でした。１１日

は我が家の年行事が入ってまして、

参加ができません！大変申し訳あり

ません！６月１８日の会長御苦労様

ゴルフは楽しみにしております。 

よろしく！ 

 

大越 正和君 齊藤会長、渡邉幹事総括卓話、よ

ろしくお願いいたします。 

 

見目 良一君 会長総括、幹事総括しっかり聞か

せて頂きます。 

次年度の幹事の責任を果たす為に、

今日は耳をダンボにして拝聴させて

頂きます。 

 

栁田 尚宏君 齊藤会長、渡邉幹事総括、拝聴さ

せて頂きます。残すはあと一日、

一年間大変お疲れ様でした。 

        

小金 幹典君 齊藤会長、渡邉幹事、一年間本当

にお疲れ様でした。一年間、間近

でお二人のご苦労を目の当たりに

して、最終例会では、きっと涙さ

れると思いました。 

 
広沢 雅信君 齊藤会長、渡邉幹事、会長・幹事総

括、謹んで拝聴させて頂きます。本年

度の会議所大ホールでの例会も最後と

なりました。例会設営にご理解とご協

力を頂き有難うございました。最終例

会も宜しくお願い致します。 

 

◆報告            広瀬 紀夫ＰＰ 

 

     
ＰＰ会の設立についてご報告申し上げます。 

目的は、真岡ＲＣに何ができるかを話し合う事 

そして親睦です。参加資格は会長経験者です。 

ご理解よろしくお願い致します。 

 

◆会長総括        会長 齊藤 敏彦君 

  
2021~2022年度RI会長シェカール・メータ会長のテ 
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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、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あることを示しまし

た。また、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、今こうしてここにいら

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ことなど、一

度立ち止まり考えることによって次の世代へつな

いで行けることだと思います。恩に報いる、を心

に刻みながら、クラブの方針を重点目標に掲げま

した。 

本年度のクラブ方針 

１，参加者の基盤を広げましょう（会員増強） 

２，ＩＴ活用推進 

３，真岡ＲＣの奨学金支援の継続 

年度初めには、五大委員長さんのもとで各委員長に

一年間の運営方針を挙げていただきました。 

・クラブ管理運営委員会においては、市村委員長の

もと大越委員長率いる親睦活動委員会、大瀧委員長

率いるプログラム委員会、森田委員長率いる出席委

員会、平石委員長率いるスマイルボックス委員会の

皆様には、コロナ禍の中、例会が思うように開けず、

コロコロ変わる運営の中強いる結果となり、ご迷惑

をおかけいたしました。 

・『公共イメージ委員会』においては、豊田委員長の

もと坂本委員長率いる広報委員会、見目委員長率い

る会報委員会においても、フェイスブック等や各報

道機関との連携を行っていただき会報をしっかり

作成していただき、大変ご苦労様でした。 

・『会員組織委員会』においては、広瀬委員長のもと

日下田委員長率いる会員増強委員会、宇賀神委員長

率いる会員選考委員会、広瀬委員長率いる職業分類

委員会、久保委員長率いるロータリー情報委員会に

おいても石田ガバナー純増２名を達成いただき優

秀な新会員の増強ができました。ありがとうござい

ました。 

・『奉仕プロジェクト委員会』においては久保委員長

のもと、馬場委員長率いる職業奉仕委員会、栁田委

員長率いる社会奉仕委員会、石川委員長率いる国際

奉仕委員会、阿久津委員長率いる青少年奉仕委員会、

宇賀神委員長率いる姉妹クラブ委員会の皆様には、

出前講座や、老人・身障スポーツ大会、小学生のサ

ッカー大会、バレーボール大会の直前での中止、台

湾斗六 RC への訪問などがかなわず残念です。そん

な中社会福祉協議会を通して、老人・身障に対して

携帯型消毒液を 1200 個送ることができ、また熊野

女体山神社に於いて RC 創立 5 周年の時に贈呈した

水飲み場を 58 年ぶりに改修できたことは、とても

ありがたく先輩方の足跡に触れることができまし

た。大変ご苦労様でした。 

・『R財団・米山奨学会委員会』においては、野澤委

員長のもと太田委員長率いるロータリー財団委員

会、横松委員長率いる米山記念奨学会委員会におい

ても、コロナ禍の中皆様のご協力により目標を達成 

することができました、また、台湾台中より来てい

る林敏蓉さんにおいても野澤カウンセラーのフォ

ローにより温かく見守ることができました。大変あ

りがとうございました。 

真岡 RC 独自の奨学金委員会も市村委員長のもと

様々な問題に直面しながらも我々も勉強になる場

面がありました。一年一年勉強を積み重ねて行くこ

とが継続につながるのではないかと感じさせられ

ました。それこそ真岡 RCの力だと思います。 

本年度前半は 22年ぶりに真岡 RCから石田ガバナ

ーを輩出し、コロナ禍の中でもなんとか 地区大会

を開催することができ岡本実行委員長、中川実行幹

事のもと、素晴らしい地区大会になったと思います。 

ユーチューブのアクセス回数も 1200 回を超える勢

いであり最大のイベントだったと思います。合わせ

て 3000 回記念例会を盛大に開催でき、63 年の歴史

の重さを感じました。昨年大堀・中川年度に託され
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たポールハリスゆかりの月桂樹の植樹も行うこと

ができ、更にロータリーの行事とは別ではあります

が、来る６/１１には市役所竣工記念モニュメント

を西 RC と共に完成することができます。 

そして小金 SAA、廣澤副 SAAには zoom併用の大変

な準備、並びに進行を一年間お願いし、ご苦労なさ

ったことに熱く御礼申し上げます。 

さらに渡邉幹事には、いろいろな我がままを、申

し付けた中、一年間支えてくれたことに、心より感

謝申し上げ、合わせて真岡 RC の益々の発展をご祈

念し、会長総括とさせていただきます。 

一年間ありがとうございました。 

 

◆幹事総括            渡邉 佳寛幹事 

 

   
皆様、改めまして、こんにちは、幹事総括、させ 

て頂きます。肩苦しい挨拶は、眠くなってしまう 

ので、なるべく柔らかく話したいと思います。 

大堀・中川年度は、例会が１８回でした。 

本年度は、最終まで含めまして、２４回になりま 

す。回数としては、多くありませんが、さまざま 

例会ができて、充実した１年だったと考えており 

ます。幹事総括はその一点に尽きると思います。 

本来であれば、一人ひとりにお礼を申し上げなけ 

ばいけないのですが、時間に限りもありますので 

何人かの名前を申し上げながら、お話したいと思

います。お名前が挙がらなかった皆様におかれま

しては、お許しください。まずは、大変な役を引

き受けて頂いた石田順一ガバナーに感謝いたしま

す。我々が想像もできないようなものすごい仕事

を一年間なさってきたのだと思います。本当に御

苦労様でした。例会ごとにガバナー近くにいると

う体験は中々できないことでして、ガバナーとい

う存在を大変身近に感じることができました。来

年からはパストガバナーＰＧとして、皆様で支え

ていきたいと思います。それから、金子地区幹

事、この方は、最初にお会いしたときから、いつ

も笑顔で、金子さんがいるだけで、その場が和む

そんな存在で、とても人格者だと思います。次

に、石塚会計長、とても才能あふれる人で、計算

もすごいですし、予算の捻出も天才的です。そし

て、イベントのコーディネートも天才的でありま

まして、特に尊徳太鼓の映像などは、素晴らしい

ものでした。小林勇一郎友地区員ですが、純理系

人間で、効率用物事を進めてくれました。地区研

修委員、宇賀神さんですが、お疲れ様でした。学

友委員の杉田さんお疲れ様でした。ガバナー月信

担当、市村エレクト、原稿を書きながら、奨学金

委員長、エレクトと一人三役もこなす、すごい能

力をお持ちの方だと思いました。クラブの中の話

をいたしますと、齊藤会長ですが、最初に幹事を

頼まれたときに、７～８年の若輩者に幹事が務ま

るのかと大変不安でしたが、齊藤会長のもと、仕

事させて頂きました。年齢的には私の方が上です

が、人間的には、一回りも二回りも大きい方で、

いろんな力があって、発想力も豊かで、この人に

付いていけば間違いない人物で、非常に勉強させ

て頂きました。ご一緒させて頂き、とても幸せで

した。本当にありがとうございました。 

岡本実行委員長ですが、石田ガバナーを輩出が決

まった時から、地区大会の実行委員長は岡本さん

しかいないと考えておりました。岡本実行委員長

のすごさは皆様、ご承知の通りですが、無限の発

想力・それを実行に移す無限の実行力がありま

す。 

中川実行幹事ですが、岡本実行委員長の元、 

一生懸命頑張ってくれました。 

平石式典委員長ですが、本当に頑張っていただき

ました。ありがとうございました。 

阿久津少年委員長は、地区大会の為に、カラーコ

ーンを１００個ご用意頂きました。 

田村さんですが、入口で私の隣にいてくださって

経験が浅い私をサポートしてくれました。ありが

とうございました。 

そして、小金ＳＡＡですが、皆様ご存じだとは思

いますが、地元での信頼も厚く、何年も前から、

今年のＳＡＡはこの人しかいないと考えていまし

た。地区大会の進行表を見たときに、感動しまし

た。大変なことを平然とこなすすごい人です。 

廣澤副ＳＡＡは、選んだのは私でした。素晴らし

い活躍でした。見えないところで、会場設営であ

ったり、機材の準備まで、色々な場面で、支えて

いただきました。ＺＯＯＭなための会場の機材ま

で自前でご準備くださいました。大変お世話にな

りました。 

３０００回例会では、例会が思うように開催でき

ず、１２月２３日まで、ずれ込んでしまいまし

た。しかし、大河ドラマ「晴天をつけ」の最終回

にあわせて、最高のタイミングで開催できたと思

います。 

齊藤会長はとても幸運の持ち主だと思います。 

また、植樹など色々な場面で、栁田宮司にはお世

話になりました。 

太田会員におかれましては、紅白幕の設営など、

いろいろお世話になりました。 
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栁田尚宏会員におかれましては、社会奉仕委員長

として、女体山神社の清掃などにご協力頂き、あ

りがとうございました。 

大越親睦委員長ですが、ＲＣ歴が長いので、やる

べきことは、全部わかっています。なので、何も

言わずとも、先回りしていろいろ動いてください

ます。お世話になりました。 

大瀧プログラム委員長におかれましては、コロナ

禍で思うように動けませんでした、申し訳ござい

ません。 

森田出席委員長におかれましては、いつもライン

で一言入れていただいて、ありがとうございまし

た。 

平船会計も、毎月の会計、そして監査とありがと

うございました。 

石川国際委員長は、コロナ禍で活動出来なかった

のが、残念でした。 

野沢巧ＰＰにおかれましては、米山カウンセラー

として、一年間大変お世話になりました。あと一 

年よろしくお願いいたします。 

久保ＰＰとの腕相撲が心残りです。 

来年は非常に芯が強く、ぶれない市村エレクトと

非常にやさしくて、敵を作らない見目良一次年度

幹事が、どのようなＲＣにしていくのか非常に楽

しみです。 

来年度は、広瀬ガバナー補佐の元、事務局長とし

て、頑張りますので、よろしくお願い致します。 

そこでも、小金会員にお世話になります。よろし

くお願い致します。それから、退会される方に

は、今までお世話になりました。 

最後に、野澤泉事務局、一年間大変お世話になり

ました。ありがとうございました。 

以上、幹事総括と致します。 

 

◆次年度五大委員長の変更の報告 市村エレクト 

 

    
 

会員組織委員会の委員長をお願い致しました、久

保康夫会員が、退会されることになりました。 

後任の会員組織委員長をご報告申し上げます。 

真岡ロータリークラブ細則第３条第４節（ｂ）の

規定に会長及び会長エレクト以外の理事又はその

他の役職に生じた欠員は、会長が指名した候補者

を理事会が承認することによって補填する。と定

められています。 

６月６日付書面による臨時理事会で、久保康夫さ

んの退会に伴い欠員となった会員組織委員会委員

長に豊田光弘会員選任が提案され、８日理事会の

承認を受けたことを報告いたします。 

尚、豊田会員には、本日欠席となっております

が、就任の承諾を頂いていることを申し添えま

す。 

よろしくお願い致します。 

 

 

◆出席報告（６月９日現在） 
     

    
 

 

 

 

 

 

前回までのスマイル繰越金 852,000 

会員 29,000 

ビジター 0 

本日のスマイル合計 29,000 

スマイル今期累計 881,000 

前回までの米山繰越金 37,683 

本日の米山 0 

米山今期累計 37,683 
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次回の例会は 

 

６月１１日（土） 

 

【最終例会】 

 

フォーシーズン静風 

◆スケジュール 
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水 木 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木

例

会

最

終

例

会

6月６月

 
 

◆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 5 月 26 日 58 1 － 38 － 19 67.24－ 

本 日 6 月 9 日 57 2 － 41 － 14 75.44 

 

◆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％ 82.57 73.06 82.75％ 休会 休会 72.22 68.39  

※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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