
前々例会報告 第2154回 2003/12/10（水）

大阪国際大会・第一回最終申込み案内
今年度、公式訪問の折に清水ガバナーより地区から

のお願いと言う事で大阪国際大会の参加要請がありま
した。会員数の30％程度の参加をお願いしますとの事
でしたので、小林幹事・諏訪副幹事を中心に参加者募
集をしてまいりました。お蔭様で現在22名の参加申込
みがあります。ご協力ありがとうございます。
最近になりまして、ＲＩから元国連高等弁務官、（奨

学生）ロータリー財団学友である緒方貞子氏（現在日
本国際事業団総裁）が大阪国際大会の講演を受諾した
事を確認したとのメールが配信されました。国際大会
参加は、ロータリアンとしての集大成でもあり世界の
友人を作るチャンスでもあります。

ハローワールド開催・子供達大感激
先週の木曜日は大田小学校（遊佐校長）６年生を対

象に、筑波大学大学院生（留学生）による文化交流が
行われました。ハローワールドと名付けたこの企画は、
昨年度までは関城ＲＣが協力援助をしていたのですが、
学校が下館エリアと言うこともあり今年度から下館Ｒ
Ｃが引継ぎました。
新世代奉仕委員会の皆様には、留学生と学校側との

時間の調整、各種道具の準備運搬等、下館ＲＣとして
は始めての企画ですので大変ご苦労なさったと思いま
す。心から感謝申し上げます。
苦労した分喜びも大きかったのではないでしょうか。

５教室に生徒が分散し、各国の生活・文化・教育等に
ついて活発な意見の交換がされました。特に子供達の
遊びや、食べ物の話になりますと目がランランと輝い
ていました。小学校６年間の最後に受けたこの様な体
験授業は将来忘れられない思い出にもなり、世界に羽
ばたく子供が育ってくれる事と楽しみにしています。

16年４月からの法改正により、裁判の審理に参与員
が立会い、裁判官に意見を述べる制度が設けられまし
た。この件で地区ガバナーより連絡が来ております。
募集人員は下妻家庭裁判所管内の３名で、一般良識を

反映させることが目的なのでふさわしい方であれば特
別な資格は要らないそうです。但し、年齢については
40～65歳までで定年は70歳です。締め切りは12月25日
となっております。参与員になりたい希望者がいまし
たら、お申し出ください。
参与員：良識や社会経験に基づいて裁判官に意見を述

べる。裁判の法廷での審理や和解の席に立会
い、裁判官に意見を述べる。

新入会員・手続きの件

12月３日ご案内致しました、鴨志田寿夫氏推薦の件
ですが、発表後７日以上経過いたしました。
その間どなた様からも異議の申し立てがありません

でしたので、会員皆様のご承認を頂いたと言う事で早
速入会の手続きをさせて頂きます。

１．（社会福祉法人）下館市社会福祉協議会（事務局
長）より2004年版「社会福祉手帳」を受理
２．第2820地区第６分区軽部正紀ガバナー補佐より参
与員募集の案内状受理
例会場・日時変更のお知らせ
・結城ＲＣ
12月24日（水）の例会は
【時間】午後６時00分
【場所】喜久家本店
【事由】ファミリークリスマスのため

12月31日（水）の例会は休会です。
・しもだて紫水ＲＣ

・土浦中央ＲＣ
12月24日（水）の例会は
【日時】12月19日（金）午後６時30分より

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～

日向野　陽 会長会長挨拶

小林　一彦 幹事幹事報告

例会日 時間 場　　所 変 更 理 由

12月16日 19：00 ホテルニューつたや
クリスマス忘年会
のため（親睦例会）

12月23日 休　会（祝日のため）

12月30日 年　次　休　会

１月６日 12：30 ホテルニューつたや 通常短縮例会



【場所】筑波山「青木屋旅館」
【事由】忘年会のため

12月31日（水）の例会は休会します。
定款第５条第１節により

酒を飲む飲まないは
自由です。
酒は飲むべし、飲む
べからず、と昔の「た
とえ」にもあるように、
酒は飲んでも飲まれる
な。あびれば万病のも
ととなり、なめれば百薬の長となる。
酒とは、上手に付き合うことです。
酒のことを梵語で般若湯と言い、知恵の意から知恵の
水、頭をよくする水と言います。
酒二合程度がホロ酔期、別名端正期とも呼んでいま

す。この位で止めるのが上手な酒飲みです。
酒飲みとは、酒菜など食べず、ただ飲むだけですが、
酒好きは酒菜を食べながら楽しくチビリ、チビリ飲む
タイプです。
鎌倉時代の随筆家吉田兼好は、「下戸ならぬこそ男

はよけれ」と言っておりまますが、これは飲む人の言
い分で、飲まない人の立場からすれば、「上戸ならぬ
こそ男はよけれ」となるでしょう。酒を飲む飲まない
は好みの問題で、相互の判断にお任せしましょう。
酒飲みの良さは、イデオロギーに関係なく貧富、貴

財に関係なく、まして身分の格差に介入することなく、
花に浮かれて御酒に酔うという平等の楽しみの中に身
も心もどっぷりつかることです。
そして「酒の三徳」をしっかり掴みとることです。

酒の三徳とは、過去の忘却、現実の喜悦、将来への希
望ではないでしょうか。

平成15年12月４日（木）、新世代奉仕委員会の新規
事業として、下館市立大田小学校に筑波大学の留学生
を迎え、大田小学校６年生の児童との交換学習『ハロ
ーワールド』を開催致しました。
参加留学生６名、５ヶ国（韓国、ブラジル、フィリ
ピン、ハンガリー、コロンビア）、児童は学習を希望す
る国にそれぞれ分かれ、その国の地理、風土、文化を
真剣に学習しました。韓国の教室では、留学生が作っ

てきた「キムチ」を食べ
て、その辛さを体験しま
した。その国の紹介の後
は、「遊び」の交換です。
児童達は、ベーゴマ、メ
ンコの遊び方、太鼓や琴
の演奏を披露しました。

留学生は自分の国の子供達の遊び、フィリピンの教室
では４メートルほどの青竹を使ったバンプージャンプ
という遊びを紹介し、共にその遊びに興じました。
60分という授業はあっという間に終了し、最後は留
学生、参加ロータリアンを交えて「スペシャルメニュ
ー」の給食を囲み、和やかに談笑しながらの昼食でした。
児童達にとって、異国の文化に直接触れることが出来
たことは貴重な体験だったと思います。

夫人誕生
小林一彦さん
日向野陽さん⇒所用の為、早退致します。
瀧田昌甫さん⇒津田さん、私禁酒しておりますが“酒

雑感”卓話楽しみにしています。
新井利平さん⇒本日定例議会が終了致しました。
佐藤仁一さん⇒ハローワールドの無事終了を記念して、

皆様のご協力感謝致します。

本日の合計　￥18,000 累計￥957,000

メイクアップ

11／25 しもだて紫水ロータリークラブ　小薬俊夫さん
12／２　しもだて紫水ロータリークラブ　飯田敏夫さん
12／４　関城ロータリークラブ　小薬俊夫さん
12／４　ハローワールド参加
日向野陽さん・大林　稔さん・中西悦夫さん・
司代隆之さん・鈴木光則さん・佐藤仁一さん・
細谷　貢さん・新井和雄さん
12／７　ロータリー財団セミナー　中西悦夫さん
12／７　社会奉仕研究会　関谷　徹さん

前例会報告 第2155回 2003/12/17（水）

メリークリスマス
皆様こんばんは、今日は下館ＲＣ恒例の親睦クリス

マス例会です。親睦活動委員会のお骨折りもあり、今
晩の参加者は会員家族を合せ143名と、大変多数のご
参加を頂き誠に有難うございました。

上野　広志 副委員長出席状況報告

会員数 出 席 欠席

69

例会日

12/10 62 5

病 欠 免 除

1 1

加藤　昌美 委員長Smile Box

委員会報告

会員卓話「酒雑感」
津田　進三 会員

佐藤　仁一 委員長新世代奉仕委員会

日向野　陽 会長会長挨拶



今年度のＲＩ会長さんは、アフリカ・ナイジェリア
のジョナサン・マジィアベ氏で職業は弁護士です。ロ
ータリーの歴史上、昨年までは５月は世界大会・12月
は休養の月として月間行事は何もありませんでした。
今年度のＲＩ会長は「手を貸そう」をテーマに、世界
に協力を呼びかけ指導をしています。「手を貸そう」
は「すべてに手を差し伸べよう」と言う事だそうです。
その様な方針の中で特に力を入れているのが、ロータ
リー家族に対する感謝の心です。その様な思いが家族
委員会の新設であり、12月を家族月間と制定した理由
だと思います。ロータリー会員は家族の協力と理解が
あってこそ毎週の例会に出席ができ、奉仕活動が出来
るのだと思います。これからも、会員ご家族の皆様に
は、より一層のご協力をお願い致します。
世界のロータリアンは、今年９月現在で166ヶ国122

万人です。アメリカ40万人・日本11万人・インド９万
人・ブラジル5.2万人・イギリス4.9万人・韓国4.8万
人・ドイツ４万人・日本は世界で２番目の会員数を有
しています。今月は、世界31,500のＲＣにおいて会員
家族参加のクリスマスパーティが開催されていること
と思います。今晩は親睦活動委員会も張り切っていま
すので是非とも、世界一のクリスマスパーティにして
頂き大いに楽しんで下さい。

国際ロータリー第2820地区2003～04年度ガバナー清
水　清氏より地区大会開催の日程の案内が届いており
ます。
2004年４月３日（土）～４日（日）、大会実行委員長・
役重　道明
◆大会第一日目（４／３）日立シビックセンター多
用途ホール・音楽ホール
会長・幹事会　９：30～（９：00  登録開始）
本会議　　　　13：00～（11：30  登録開始）
ＲＩ会長代理ご夫妻歓迎晩餐会
ホテル　天地閣　18：20～

◆大会第二日目（４／４）同上
本会議　９：00（８：00登録開始）

◆エキスカーション（４／３）９：30～12：50
神峰公園（観桜）～小平記念館見学～要害クラブ
（野点、昼食）

◆大会記念ゴルフ（４／７）８：00スタート
ザ・オーシャンゴルフクラブ

例会場・日時変更のお知らせ

・笠間ＲＣ
12月18日（木）の例会は
【時間】午後６時～
【場所】五筒屋ホテル
【事由】年末家族会のため
会報受理

・しもだて紫水ＲＣ

日向野陽さん⇒メリークリスマス、親睦活動委員会及

び関係委員会の皆様、よろしくお願い
します。七人目の孫が生まれました。

小林一彦さん⇒メリークリスマス。親睦委員会の皆様、
本日はいろいろと御苦労様です。

陳　柱石さん⇒クリスマスに遅れました。すみません
でした。日本には五年間もいましたが、
クリスマスパーティに招待されたのは
初めてです。日本のクリスマスを心か
ら楽しみたいと思います。追伸：サン
タさんが私の博士号を運んでくれたら
いいなぁ～と思います。

鈴木啓正さん⇒久しぶりのことで、楽しいクリスマス
でありがとうございます。

根本武司さん⇒メリークリスマス
井狩和子さん⇒メリークリスマス。主人は愛孫とデー

トです。私ひとり参加させていただき
ました。よろしくお願い申しあげます。

小倉利一さん⇒親睦、ＳＡＡ委員会の皆さんにお世話
になります。高校２年の孫も一緒に来
ました。よろしく。

根岸六郎さん⇒メリークリスマス、家内がお世話に成
ります。

柿田平吉さん⇒もう幾つネルトお正月！ メリーＸマス
増渕文夫さん⇒メリークリスマス
小薬俊夫さん⇒メリークリスマス、孫がお世話に成り

ます。
津田進三さん⇒メリークリスマス。今宵の一時を楽し

ませていただきます。
鈴木　貢さん⇒メリー・クリスマス！ 今日は孫が大変

お世話になります。親睦委員会始め関
係委員会の皆様に厚く御礼申し上げま
す。

星野英夫さん⇒メリークリスマス、親睦委員会の皆様
ご苦労さまです。

新井貞男さん⇒メリークリスマス
浜野紘嗣さん⇒メリークリスマス
神原　清さん⇒クリスマスおめでとう、お世話になり

ます。
荒川洋一さん⇒今宵は楽しいひとときを!! メリークリ

スマス。
高橋秀夫さん⇒メリークリスマス、親睦委員会の皆さ

ん、関係委員会の皆さん、御苦労様で
す。

奥沢裕二さん⇒よい子の皆さん、元気でしたか、メリ
ークリスマス。

大林　稔さん⇒メリークリスマス
中丸　健さん⇒親睦委員会の皆さん御苦労様です。宜

敷くお願いします。
柳沢和己さん⇒メリークリスマス、親睦委員会の皆様、

御苦労さまです。
細谷　貢さん⇒メリークリスマス
永盛宣也さん⇒オーストラリア・ＧＳＡジョンソンよ

り今日クリスマスカードと手紙が届き
ました。下館ＲＣの皆さんに宜敷くと
の事です。

関谷　徹さん⇒メリークリスマス
飯島康夫さん⇒親睦委員会の皆様御苦労様です。お世

話になります。

小林　一彦 幹事幹事報告

加藤　昌美 委員長Smile Box



大関幸政さん⇒メリークリスマス、親睦委員の皆様お
世話になります。

岩崎晴男さん⇒親睦委員会の皆様お世話になります。
メリークリスマス

古田貢一さん⇒今年も家内と二人で参加させて頂きま
す。よろしくお願いします。

横山政人さん⇒メリークリスマス。今年も家族でお世
話になります。

丸山靖則さん⇒メリークリスマス!!
上野広志さん⇒本日のクリスマス会楽しみにしています。
栗原正直さん⇒メリークリスマス
諏訪哲也さん⇒Marry  X’mas！

司代隆之さん⇒Marry  X’mas！
大島康洋さん⇒メリークリスマス
百目鬼博行さん⇒メリークリスマス
加藤昌美さん⇒メリークリスマス、今宵を楽しく。
親睦委員会
鈴木光則さん・新井雅勝さん・須藤　　さん、
飯田敏夫さん⇒
本日は皆様ようこそいらっしゃいました。御協力
に感謝致します。メリークリスマス!!

本日の合計　￥94,000 累計￥1,051,000

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


