
いい先輩、いい仲間と沢山知り合うことができ、ロータ
リーのことは勿論ですが色々なことを勉強させて頂きま
した。お陰様で私としては、人間的にもひとまわり大き
くなったような気が致しております。
今回幹事をお引き受けするにあたり、青山先生と奥沢

先生に恩返しするつもりで、一生懸命努める所存ですの
でよろしくお願いいたします。幹事としての役目は沢山
ありますが、会長とクラブ運営のパイプ役として、会長
と会員、委員会のパイプ役として、又会長方針がスムー
ズに会員に浸透し順調に活動できるよう頑張りたいと思
っております。
会員の皆様、どうぞ宜しくご支援、御協力、そしてご

指導の程お願い申しあげます。

１．ＲＩより公式推挙書式を受理
（2004年ＲＩ国際大会において、ＲＩ理事として選挙さ
れるゾーン１の選出理事の指名委員会への提案）
２．映画波山製作委員会より
出資金の礼状とそれに対する製作協力券２枚を受理
映画「波山」の完成披露上映会開催の日程表を受理

３．社会福祉法人『茨城いのちの電話』より卓話依頼状
を受理
４．財団法人・ロータリー米山記念奨学会より
2003年度上期普通寄付金のお願いと第２期米山奨学
事業に対するアンケート調査協力のお願いを受理
2003年５月までの寄付金納入明細書を受理

５．原子力の正しい理解を深める会より卓話依頼状を受理
６．しもだて紫水ＲＣより2003～2004年度クラブ現況報
告書受理
例会場・日時変更のお知らせ
・友部ＲＣ
平成15年７月16日（水）の例会は午後６時30分
【場所】ホテルオーシャンビュ大洗
【事由】直前会長・幹事慰労会
会報受理 笠間ＲＣ

前例会報告 第2134回　2003/7/9（水）

ようこそお客様
RI2820地区　軽部　正紀 ガバナー補佐
〃　　　金子　元則 セクレタリー

下妻ＲＣ　　山内　光洋 会長
〃　　　中嶋　正視 パスト会長

会長挨拶をする前に、本日から当クラブの事務をお手
伝いして頂きます宮川さんをご紹介致します。先週の例
会で、小林幹事から報告がありましたようにすでに理事
会で承認済です。
名前は、宮川早智子さん・市内大町三丁目にお住まい

です。大変お若くいつも笑顔を絶やさない方でございま
す。スポーツウーマンでして特に卓球が大好きだそうです。
平成13年には公認の卓球審判員の資格を取得しまして、
昨年は高校総体に審判員として参加なされたとの事です。
当初は、ロータリー用語を理解するにも時間が掛かると
思いますが、小林幹事と津田会計にご指導を頂き一日も
早く覚えて頂きます様お願い致します。
先日、日立の清水ガバナー事務所に小林幹事と表敬訪

問をして参りました。その折に下館ＲＣクラブ現況報告
書を持参いたしましたら、今年度一番乗りで報告書を受
け取ったと言っていました。現況報告書の作成に当たり
ましては、時間との戦いでした。浜野副会長には無理を
承知でお願いをしたのですが、予想通りに作って頂き心
より感謝申し上げます。
清水清ガバナーは、とても気さくなガバナーでして長

時間に亘りご指導を頂き大変参考になりました。その折
に公式訪問時の、ガバナー席順についてご相談しました
ところ、クラブ例会の時は一般ゲストの席で結構ですと
言う事でした。例年の公式訪問と多少席順が異なります
が、会員の皆様方のご理解を頂きますようお願い致します。
本日は、クラブ協議会でございます第６分区、真壁Ｒ

Ｃの軽部ガバナー補佐より、公式訪問の為の事前指導を
頂きます。特に各委員長さんは聞き逃しの無いようお願
い致します。
ここで改めてクラブ協議会とクラブフォーラムに付い

てご説明いたします。
クラブ協議会とは、ロータリーのクラブの内プログラ

ムを調整発展させる為に開かれる、役員・理事・委員会
委員長の会合です。勿論他の会員も出席を要請されます。
年間６回程度の開催が望まれています。
クラブフォーラムとは、クラブ内奉仕活動について公

開討論を通じて会員に情報を伝える為に開かれる全会員
出席する公式会合です。４大奉仕別に最低年４回以上の
開催が望まれます。皆様すでにご承知でしょうが公式訪
問に当たり説明をさせて頂きました。

私は今は亡き青山、奥沢両先生の御推薦で下館ロータ
リークラブに入会して早や18年になります。当時の卓話
と住吉の弁当が楽しみで、毎週の例会が待ち遠しかった
ことを覚えております。世間知らずで“井の中の蛙大海
を知らず”だった私が下館ロータリークラブに入会して、

会長／日向野陽　副会長／浜野紘嗣　幹事／小林一彦 会報委員長／嶋田正巳　副委員長／高橋秀夫　委員／栗原正直　　　

事務所・例会場／三の丸ホテルダイヤモンドホール（下館市玉戸1053－4 TEL 0296－28－8511  FAX 0296－28－8533） 例会日　毎週水曜日 12：30～

小林　一彦 幹事幹事報告

RI2820地区
軽部　正紀
ガバナー補佐

クラブ協議会　ガバナー補佐による指導

日向野　陽 会長会長挨拶

小林　一彦 幹事幹事挨拶
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皆様こんにちは。私は、2003～2004年清水ガバナー年
度のガバナー補佐を務めさせていただくことになりまし
た真壁クラブの軽部正紀と申します。セクレタリーは細
谷進直前会長、金子元則地区新世代奉仕ローターアクト
委員長、古橋伸夫会長エレクトの３名でございますので
よろしくお願い申し上げます。
まず自己紹介をさせていただきます。
1941年１月９日生　1983年７月１日真壁ＲＣ入会　1995
～1996年クラブ幹事、1999～2000年第33代クラブ会長、
2001年～2003年２年間地区ロータリー財団国際親善奨学
金委員をさせていただきました。入会以来20年が過ぎま
した。今年度国際ロータリー、ジョナサン．Ｂ．マジィア
ベ会長は Lend a Hand－手を貸そうというテーマを掲げ
られました。
私達ロータリアンは常日頃地域社会や世界平和のため

に手を貸しています。今年度は「手を貸そう」という機
会を更に多くして下さい。そして会員自ら進んでそうい
う機会を探し出して下さい、手を差しのべて下さいと言
っております。
そして・あなたのクラブに手を貸そう

・あなたの天職に　　　〃
・あなたの地域社会に　〃
・世界に　　　　　　　〃

という４つの強調事項を掲げました。
これを受け清水ガバナーは
①ロータリーファミリーを大切にして会員増強と退会防
止でクラブを強化しましょう。
・ロータリーファミリーを大切にということと家族愛
は「ロータリアン家族への心使い」ということです。
そのねらいは会員増強と退会防止にあります。ロー
タリアンの配偶者、子供達、物故ロータリアンの配
者、子供達、インターアクト、ローターアクト、ロ
ータリー財団、学友、米山奨学生の卒業者などを含
むロータリー家族への思いやり、家族愛を通して一
人でも多くの会員増強と退会防止を図って行きまし
ょう。そしてクラブ運営を見直し無駄の排除を図り
入会環境の改善に努めて下さい。各クラブ純増３名
に挑戦して下さい。

②地域社会に貢献するプロジェクトを企画推進しよう
・これはロータリー100周年記念事業として各クラブが
ＲＩにそのプロジェクトを１点登録する義務項目で
す。又ロータリー100周年社会奉仕事業としてのプ
ロジェクトに2003～2004年度ＤＤＦ（地区財団活動
資金）32,000ドルの内から1000ドル～2000ドル総事
業費の４分の１まで補助されます。いづれもそのプ
ロジェクトに関して審査があります。

③世界社会奉仕（ＷＣＳ）プロジェクトを推進しよう
・これは地区内クラブの参加による双子クラブプロジ
ェクトの展開であります。２つの異なる国のクラブ
が特別なプログラム（国際奉仕プロジェクト、青少
年交換、あるいは友情交換）を協力して実施しよう
というものです。

④世界平和に役立つプログラムに参加しよう
・これはＲＹＬＡ，ＧＳＥ，Ｒ財団奨学生青少年交換
プログラムなどです。

⑤一人当り120ドルの年次寄付とベネファクター10名目
標でロータリー財団を支援しよう
・2005～2006年度よりＤＤＦ（地区財団活動資金）が
10％減額され50：50となります。前年度は相当の落
込みがあったので出きる方は150ドルをお願いしたい。
又、各分区で１名以上のベネファクターになってい
ただきたいと申しております。皆様にご協力いただ
きました年次寄付恒久基金はＤＤＦとして３年後に
は地区に返ってくるものですので清水ガバナー年度
も特設のご理解とご協力をお願い申し上げます。

⑥ポリオ・プラスの目標達成に努めよう
・2005年までにポリオなき世界を証明するために不足
を埋める支援は継続しています。

⑦米山記念奨学会を支援しよう
・2003年７月１日より米山功労者の表彰が新しくなり、

現行30万円毎の表彰を累計10万円毎の表彰に改定さ
れました。米山功労者がもっと身近になります。現
行第１回米山功労者（30万円）は改定後第３回功労
者（マルチプル）となります。準米山功労者（累計
３万円）と米山ファンドフェロー（累計15万円）は
廃止となります。2820地区の米山奨学生は35名です。
今年度も多数のロータリアンのご協力をお願い申し
上げます。

⑧ロータリー100周年事業に参加しよう
・これは2005. 2. 23よりシカゴ世界大会まで続きます。

⑨地区リーダーシップの推進を高めよう
・ロータリー活動が益々複雑で多岐に亘るようになっ
ています。地区運営の効率化、肥大化、無駄の排除
に努め各クラブの強化に手を差しのべて地区とクラ
ブの関係を密接なものにして行きましょう。

⑩ＩＴの活用を図りましょう
・国際ロータリーは経費節減を狙いとして情報の伝達
手段をＩＴ化に依存することを強力に進めています。
2820地区も北村ガバナー年度より３年計画でＩＴ化
をはかってきました。清水ガバナー年度がその３年
目に当ります。清水ガバナー年度７／１～９／30ま
では情報の伝達を文書とＥメールとの２本立とし10
／１からは本格的に移行します。第６分区と致しま
してはＩＴ情報伝達の研修会を９月までに一度各ク
ラブ会長、幹事、ＣＩＣＯさんを交えて行いたいと思
っております。日程等未定ですが、その時はご協力
の程よろしくお願い申し上げます。

⑪大阪国際大会を支援しよう
・2004. 5. 23～26に行われる大阪国際大会には第６分区
から２名のオンツー大阪大会の地区委員として新井
貞男さん（下館クラブ）長倉宏行さん（関城クラブ）
がおられます。第６分区ロータリアンの多数のご参
加をお願い申し上げます。
以上11項目の強調事項を掲げられました。その中へガ

バナー補佐会議で清水ガバナーが話された事などプラス
してお話し致しました。
ロータリーファミリー分区大会（旧ＩＭ）に付きまし

ては開催場所等未定でありますが、2004. 2. 15に決定致
しました。担当リーダーは根本正一パストガバナーです。
分区大会の企画立案に付きましては若い会員の参加がな
ければ意味がないので、若い会員にまかせても良いと清
水ガバナーは言っております。９／13に行われる第２回
分区会長、幹事会までに各クラブ１案か２案の企画を持
ち寄っていただければ幸いです。どうぞよろしくお願い
申し上げます。
又ガバナー補佐活動費に付きましては地区より１クラ

ブ当り20,000円と分区内各クラブから一名当り1,000円の
ご負担をいただくことになりますのでご理解とご協力の
程よろしくお願い申し上げます。お願い致しました活動
費は極力節約に努め、残金が出ました場合には各クラブ
のスマイルＢＯＸに入れさせていただきます。
又、ガバナー補佐が初回訪問時のビジター費とスマイ

ルＢＯＸへは経費節減のため今年度は入れなくても良い
ということを第１回分区会長、幹事会で決定させていた
だきましたのでご了承の程よろしくお願い申し上げます。

地区研究会でありますが
７／13（日） 地区ロータリー財団　国際奉仕

水戸 三の丸Ｈ
７／19（土） 地区新世代奉仕　日立 Ｈ天地閣
７／21（月） 地区クラブ奉仕　　　〃
７／26（土） 地区社会奉仕　　日立 サンガーデン日立
各委員長さんは義務出席でございますのでご協力をお

願い致します。

公式訪問については
清水ガバナーは午前10時前後、自家用車で土浦からお

いでになります。
10：30 ～12：00 会長、会長エレクト、幹事、副幹事、
会計との協議会にはガバナーが掲げられました11項目の



日向野陽さん⇒６分区真壁ＲＣ軽部ガバナー補佐、金子
セクレタリーをお迎えして。下妻ＲＣ山
内会長さん、中島パスト会長の表敬訪問
に感謝して。

小林一彦さん⇒ガバナー補佐軽部さん、セクレタリー金
子さんようこそ。本日は御苦労様です。
又下妻ＲＣ会長山内さん、中島さんの来
訪を祝して。

小倉利一さん⇒下妻ロータリークラブ山内会長さん、中
島さん来訪を歓迎して

柿田平吉さん⇒軽部ガバナー補佐及び金子さんご苦労様
です。今年１年間、宜敷くご指導下さい。
又、下妻ロータリークラブ山内新会長さ
ん、中島さんをお迎えして

小薬俊夫さん⇒軽部ガバナー補佐をおむかえして、一年
間御苦労様です。金子様の御来訪を記念
して

津田進三さん⇒日向野会長、小林幹事の新風を吹き込ん
でのご活躍を期待します。

星野英夫さん⇒軽部ガバナー補佐をお迎えして
鈴木　貢さん⇒７月より家電部門をベスト電器と販売提

携を結び、ベスト電器フレンドショップ
下館店として、スタート致しました。

新井貞男さん⇒軽部ガバナー補佐、金子セクレタリー、
山内下妻ＲＣ会長、中島パスト会長のご
来訪を歓迎して

浜野紘嗣さん⇒軽部ガバナー補佐、金子セクレタリー、
ようこそいらしゃいました。

大圃　弘さん⇒当クラブのホームページが更新されまし
た。開いてみて下さい。今年はＩＴ委員
長ですが委員の渡辺進さん・永盛友治さ
ん・諏訪哲也さんの協力を得てなんとか
やりとげたいと思います。よろしくお願
い致します。

飯島康夫さん⇒軽部ガバナー補佐、金子セクレタリー、
ようこそいらっしゃいました。

栗原正直さん⇒軽部ガバナー補佐、金子セクレタリーを
お迎えして

飯田敏夫さん⇒軽部ガバナー補佐、金子セクレタリーを
お迎えして

本日の合計　￥99,000 累計　￥192,000

メイクアップ

５／27 日立ロータリークラブ
日向野陽さん・小林一彦さん

６／17 しもだて紫水ロータリークラブ
中沢 元太郎さん・井狩 浩一さん

内ロータリー財団、米山記念奨学会、社会奉仕、会員増
強についての４点を重点的にお話し合いをしたいと申さ
れております。
その後例会出席、クラブ協議会、ガバナーを囲んでの

懇談会へと日程どうり続きます。懇親会に付きましては
当日下館には泊らず自宅に帰るので要請があれば出席は
致しますが、乾杯後30分～40分はお付き合い出きると思
います。とのことです。
最後になりますがガバナー補佐として与えられました

１年間を肩、肘張らず背のびせずごく自然体で皆様と接
しロータリーを楽しみながら各クラブの活動がより効果
的になる様協力し、応援して行こうと考えております。
又第６分区各クラブの益々の発展に少しなりとも力にな
ればという思いを強く持っておりますので今後共ご支援
とご協力の程どうぞよろしくお願い申し上げます。

結婚記念
諏訪哲也さん・丸山靖則さん・永盛　孝さん
夫人誕生
柿田平吉さん・柳沢和己さん・中里泰久さん・
岩崎晴男さん・諏訪哲也さん・丸山靖則さん・
大島康洋さん・山田　優さん
会員誕生
郡定兵衛さん・中沢元太郎さん・大圃　弘さん・
新井雅勝さん・奥沢裕二さん・佐藤仁一さん・
司代隆之さん

加藤　昌美 委員長Smile Box

欠席の場合は、三の丸ホテルダイヤモンドホール（TEL  28－8511）へ午前10時迄に必ず電話下さい。
この会報誌は再生紙を使っています。「くりかえし使って生かそう地球保全」 http://www.shimodate-rc.gr.jp

渡辺　 進 委員長出席状況報告

会員数 出 席 欠席

66

例会日

7／9 55 7

病 欠 免 除

0 4

表敬訪問　下妻RC 山内光洋会長
〃 中嶋正視パスト会長


