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異議の申し立てのある場合は、理由を付記した書面
にて７日以内に理事会宛に提出願います

１．ＲＩの定期刊行物・ロータリーワールドを受理。
（2003年10月・ＪＡ・第10巻第２号、ロータリー
財団への豊富な参加の機会）

２．THE  ROTARIAN（英文）誌2003年８月号を受理。
３．ＲＩより国際ロータリー理事指名委員からの報
告として、ゾーン１理事として高崎北ＲＣ会員・
重田政信氏を2005～07年度ＲＩ理事として指名し
たことを証明する報告書を受理。

４．ＲＩ第2820地区ガバナー事務所より当クラブへ
の地区補助金送金の件を受理。

５．関東財務局広報誌「財務かんとう」No．96を受理。
６．社団法人青少年育成茨城県民会議より平成15年
度青少年いきいきフェスタ事業開催の案内状を受理。

７．下館市より市制施行50周年記念事業実施計画書、
50周年記念事業推進本部設置要項及び委員名簿等
を受理。

８．青少年育成しもだて市民の会（会長・冨山省三）
より｢第10回しもだて市少年の主張大会｣補助金の
協賛と当日の会員の参加に対しての礼状を受理。
例会場・日時変更のお知らせ

・関城ＲＣ
10月30日（木）の例会は移動例会となります。
【日時】10月28日（火）10：00～12：30
【場所】関城町立東小学校
【事由】ハローワールドのため
会報受理

水戸ＲＣ、水戸西ＲＣ

いつもお世話になります。
私が、最初に事業を興したのは、昭和62年26歳とい

前例会報告 第2148回 2003/10/22（水）

10月19日の日曜日は、ボーイスカウト下館第３団
40周年、ガールスカウト茨城県第28団20周年の合同
記念式典が県西生涯学習センターにて開催されまし
た。下館ＲＣからは、歴代の会長（育成会会長）様
はじめ多数の関係者のご参加いただき誠に有難うご
ざいました。お蔭様で合同記念式典は盛会裏に終了
することが出来ました。当日､私は出席できません
でしたが、浜野副会長のご協力心より感謝申し上げ
ます。尚、式典当日、下館ＲＣから井狩浩一会員と
細谷貢会員が表彰されました。又下館ＲＣも感謝状
と盾を頂きました。
又、昨日は（10／21）第52回真壁郡・下館市中学
校駅伝競走大会が県西運動公園において開催されま
した。茨城県内でも、これだけ歴史と伝統のある大
会は少ないでしょうと体育連盟会長や教育長の挨拶
にもありましたが、52年間も継続できました事は、
関係者各位の協力の賜物ですとロータリークラブに
対してお礼を言われました。当日は天候にも恵まれ、
駅伝日和でして素晴らしい記録が出た様子です。詳
細は後ほど新世代奉仕委員会より報告があると思い
ます。下館ＲＣ会員の多数のご参加を頂き、駅伝大
会に華を添えて頂きましたことに感謝申し上げます。
ありがとございました。

被推薦者

名前／早瀬　浩一 様（昭和37年３月６日生）41歳
住所／下館市下川島815－3
経歴／東京トヨペット株式会社（Ｓ．59．４～62．７）
現職／中央自動車販売株式会社（西谷貝）代表取締役
推薦者 新井　和雄 会員
会員選考委員会及び職業分類委員会により会員資
格の条件を全て確認し理事会の承認を頂きました。

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
日向野　陽 会長会長挨拶

案 内薦推員会新

飯田　敏夫 会員新入会員卓話



いる、ボーイスカウト下館第３団発団40周年、ガー
ルスカウト茨城県第28団発団20周年合同記念式典が
開催され、下館ロータリークラブは感謝状と記念品
を授与された。また彼らは、多くの来賓、友団に祝
福され新たな第一歩を歩み始めた。

平成15年10月21日（火）県西運動公園にて、下館
ロータリークラブが後援する、第52回真壁郡・下館
市中学校駅伝競走大会が、澄みきった秋空のもと10
校の中学校が集い熱戦を繰り広げた。いくらかの実
力の差は認められるものの、日頃の練習の成果を遺
憾なく発揮した。とくに「共通男子の部」は、迫力
があり応援している者に感動さえ与えた。

＜成績＞

委員会報告

う若年でした。特別な技術があった訳でもなく、た
だ無我夢中ということばが適切な表現だと今振り返
るとそう思います。本当に白紙からの出発点からや
るだけです。とにかく、“やるしかない”一歩一歩
ですが着実に信用と実績を重ねて少しづつ売上を伸
ばし、設備投資をしながら自分の描いていた会社経
営を確立する為に日々努力をして来ました。様々な
山や谷を乗り越えた時、インスピレーションでビジ
ネスチャンスだと思った事は、それらを取り入れて
拡大して参りました。それが「道路切削舗装業」「車
両の整備」「板金業」「レッカー事業」です。当初の
事業が一般運送業ですから、全く内容が異なります。
自分自身も勉強しなければ経営は軸道に乗る前に崩
壊してしまいます。私の意思に反する事で有り、“不
景気だからこそ全速力で走る”“不景気こそが自分
自身にはビックチャンス”何か起こさずにはいられ
なかったとでも言いましょう。
私が一番大切にしているのは「人」です。人には

出会いがあり、その出会いこそが私の宝であり、財
産であり、沢山の方の助言やお力をお借りしながら、
私自身も成長を感じ始めた頃、私の永年の夢のひと
つでありました４つ目の事業となる「ホテル業」と
いう経営を始める運びとなり、間もなく１年を迎え
ることになります。これも様々な団体に所属し、活
動を通し勉強させて戴いている成果だと考え折ります。
そしてロータリークラブという国際的に歴史のある
団体に入会でき、今日この場で私のような若輩者が
諸先輩方の前でお話が出来ますことを光栄に思って
います。そして、皆様のご支援により、今日を迎え
ることが出来ましたが、まだまだ私の夢には続きが
あり、その夢に向かって驀進して行きますので、尚一
層のご指導ご鞭撻の程、宜しくお願い申し上げます。

平成15年10月19日（日）県西生涯学習センターに
おいて、下館ロータリークラブが育成団体となって

佐藤　仁一 委員長新世代奉仕委員会

順位 学校名 男子記録 女子記録 総合記録
１
２
３
４
５
６
７
８
９
10

下館南
下館北
大　和
関　城
桃　山
桜　川
明　野
下館西
協　和
下　館

59．32
1．01．34
1．01．28
1．03．40
1．03．14
1．02．55
1．06．30
1．05．49
1．09．58
1．07．52

49．31
49．42
51．07
49．14
50．10
51．21
49．24
51．08
49．27
53．41

1．49．03
1．51．16
1．52．35
1．52．54
1．53．24
1．54．16
1．55．54
1．56．57
1．59．25
2．01．33

BS育成会長謝辞
浜野副会長

GS育成会長謝辞
相馬　正さん

スタート風景

開会式



11月19日（水） 12：30
三の丸ダイヤモンドホール集合
訪問先：日立化成工業㈱下館事業所
三の丸ダイヤモンドホールにて点鐘、昼食
13：30  バスにて移動、15：30  帰着
出欠連絡を11/12までにお願いします。

感謝と奉仕

今月も本業を支えてくれた従業員たちそして家族
にたいし感謝し、ロータリアンとして奉仕部門に協
力の意を表したい。
中沢元太郎さん・小倉利一さん・柳沢和己さん・

永盛宣也さん・大関幸政さん・古田貢一さん・

栗原正直さん・司代隆之さん・加藤昌美さん

日向野陽さん⇒飯田会員の卓話を記念して
瀧田昌甫さん⇒孫俊郎、寛之とボーイスカウト40周

年記念式典に出席しました。佐藤さ
ん、諏訪さん、嶋田さん、お世話に
なりました。

田中　忍さん⇒関城町癌検診のため、早退します。
菊池祥明さん⇒都合により早退致します。
関谷　徹さん⇒飯田会員の卓話期待しています。
鈴木光則さん⇒飯田さんの卓話に、興味津々です。
中西悦夫さん⇒飯田さんの卓話、楽しみにしています。
栗原正直さん⇒飯田敏夫会員の卓話を記念して
永盛友治さん⇒飯田俊夫さんの卓話を記念して
小嶋一彰さん⇒飯田会員の卓話を記念して
新井和雄さん⇒飯田会員の卓話を楽しみにしています。
須藤　　さん⇒飯田様の卓話、楽しみにしています。

ガンバッテ下さい。
上野広志さん⇒本日は、所用のため早退致します。
舘野孝男さん⇒新店舗移転がお蔭様で無事完了いた

しました。ありがとうございます。
諏訪哲也さん・嶋田正巳さん・佐藤仁一さん⇒

①10月19日ＢＳ・ＧＳ合同記念式典に
際しまして、多くのロータリアンに
御出席いただき、またクラブから過
分のお祝い祝電をいただきありがと
うございました。これからも、ご指
導、ご支援よろしくお願い致します。
②飯田さんの卓話を記念して。

本日の合計　￥51,000 累計　￥703,000

メイクアップ

10／８　第10回しもだて市少年の主張
新井和雄さん・新井貞男さん・新井雅勝さん・
新井利平さん・井狩浩一さん・飯島康夫さん・
上野広志さん・小倉利一さん・大関幸政さん・
大林　稔さん・大島康洋さん・栗原正直さん・
小薬俊夫さん・小林一彦さん・郡定兵衛さん・
佐藤仁一さん・司代隆之さん・嶋田正巳さん・
諏訪哲也さん・須藤　　さん・高橋秀夫さん・
中沢元太郎さん・中西悦夫さん・中丸　健さん・
中村兵左衛門さん・浜野紘嗣さん・日向野陽さん・　
古田貢一さん・細谷　貢さん・増淵文夫さん・
渡辺　進さん・百目鬼博行さん

10／８　クラブ協議会
新井和雄さん・上野広志さん・大圃　弘さん・
奥沢裕二さん・大島康洋さん・加藤昌美さん・
菊池祥明さん・栗原正直さん・小林一彦さん・
佐藤仁一さん・嶋田正巳さん・諏訪哲也さん・
鈴木光則さん・鈴木　貢さん・関谷　徹さん・
中里泰久さん・中西悦夫さん・永盛宣也さん・
浜野紘嗣さん・日向野陽さん・古田貢一さん・
横山政人さん

10／18 クラブ米山記念奨学カウンセラーセミナー
永盛宣也さん

10／19 ボーイスカウト下館第３団・ガールスカウ
ト茨城県第28団合同記念式典

浜野紘嗣さん・小林一彦さん・井狩浩一さん・
細谷　貢さん・浜野　清さん・滝田昌甫さん・
小倉利一さん・根岸六郎さん・柿田平吉さん・
増渕文夫さん・津田進三さん・星野英夫さん・
堀江清彦さん・嶋田正巳さん・諏訪哲也さん・
佐藤仁一さん

10／21 第52回真壁郡・下館市中学校駅伝競走大会
新井雅勝さん・新井利平さん・井狩浩一さん・
柿田平吉さん・小薬俊夫さん・小林一彦さん・
佐藤仁一さん・司代隆之さん・嶋田正巳さん・
諏訪哲也さん・鈴木光則さん・滝田昌甫さん・
永盛友治さん・浜野紘嗣さん・日向野陽さん・　
古田貢一さん・細谷　貢さん・増淵勇之助さん

百目鬼　博行 委員Smile Box

渡辺　　進 委員長出席状況報告

会員数 出 席 欠席

68

例会日

10／22 54 12

病 欠 免 除

0 2

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

飯島　康夫 委員長職業奉仕委員会


