
前例会報告 第2160回 2004/1/28（水）

ようこそお客様

RI2820ガバナー補佐　軽部正紀さん（真壁ＲＣ）
セクレタリー　　　　金子元則さん（真壁ＲＣ）

本日は日向野会長がネパール王国カスタマンダップ
ロータリークラブに、ＷＣＳプロジェクト・ツインク
ラブ締結と日立化成下館事業所の山田会員より寄贈依
頼がありましたポリオプラス基金への授与の為、昨日
成田より地区から１名当クラブ会員３名共にご夫妻で
同地に向かいました。同式典にはネパール王国・同大
統領の出席があるとの事です。帰国報告が楽しみです。
又、軽部ガバナー補佐には、今年度よりＩ．Ｍから

変わりました「分区ファミリー大会」の意義・意味・
方法等について、いろいろとご指導頂きたく宜しくお
願い致します。
今年度は２月15日（日）真壁ロータリークラブをホ

ストに真壁町にて実施されます。是非数多くの会員の
参加をお願い致します。

１．国際ロータリー日本事務局よりロータリーレート
の変更の案内を受理。
２月１日付　１ドル＝106円

２．国際ロータリーの定期刊行物「ＲＯＴＡＲＹ　Ｗ　
ＯＲＬＤ」2004年１月・ＪＡ・第10巻・第３号受理。

３．（財）ロータリー米山記念奨学会より免税申告用領
収書を受理。

４．（財）ロータリー米山記念奨学会より当クラブで世
話した元米山奨学生の連絡先の問い合わせが届い
ております。
1979.４～1981.３　グエン・スワン・ティエン
（ベトナム）（筑波大学）
1991.４～1993.３　金昌憲（韓国）（筑波大学）

５．（財）ロータリー米山記念奨学会より12月の寄付金
傾向と2003.12.31現在の寄付金納入明細書を受理。

６．鹿島臨海ロータリークラブより創立30周年記念誌
を受理。

７．下館市立大田小学校より、12/4開催されたハロー
ワールドの感想文が届いております。
例会場・日時変更のお知らせ

・関城ＲＣ
１月29日（木）の例会は移動例会
【日時】１月29日（木）９：30～13：30
【場所】関城町立西小学校
【事由】ハローワールドのため
・結城ＲＣ
１月28日（水）の例会は移動例会
【日時】１月28日（水）ＰＭ６：30～
【場所】きくや本店
【事由】新年会
２月11日（水）休会（祝日）
２月25日（水）の移動例会
【日時】２月25日（水）ＰＭ12：30～
【場所】アクロス会議室
【事由】例会場の都合により
・岩瀬ＲＣ
２月11日（水）の例会は休会
２月18日（水）の例会は、２月22日（日）の分区大
会（移動例会）へ振替となります。
会報受理

笠間ＲＣ

日にちの経つのは
早いもので下半期が
始まったと思ったら
後数日で１月も終わ
りになります。
本日は貴重な時間
をいただきまして新
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ＲＩ2820 ロータリーファミリー
分区大会について

ガバナー補佐 軽部　正紀さん



年のご挨拶と２月15日に開催されますロータリーファ
ミリー分区大会のＰＲに金子元則実行委員長と共に例
会に出席させていただいております。どうぞよろしく
お願い申し上げます。
さて下館クラブに於かれましては日頃より国際ロー

タリー及び地区の活動方針を日向野会長を先頭にして
ご支援、ご協力をいただいておりますこと心より感謝
申し上げます。
清水ガバナー年度最大のイベントであります公式訪

問も2820地区58クラブつつがなく無事に終了。私もガ
バナー補佐としての任務も下館クラブ始め、各クラブ
会員の皆様に支えられ務めることが出来ておりますの
もご支援とご協力のたまものと深く感謝申し上げます。
下館クラブに於かれましては現在まで地域社会への

奉仕として国際交流友の会、郡市中学校駅伝大会、下
館カップサッカー大会、下館市少年の主張大会の後援、
ハローワールドの開催等地域社会に密着した奉仕をさ
れたことに対し厚く感謝を申し上げます。
又、ネパール王国、カスタマンダップＲＣとのＲ財

団のマッチング、グランドを使いカトマンズ地区の小
学校への文房具の寄付は国際親善と国際理解を深め
るための活動に日向野会長はじめクラブ会員のご理
解とご支援のたまものとありがたく深く感謝を申し上
げます。又、カスタマンダップＲＣとの双子クラブ締
結のためクラブを代表して日向野会長、井狩浩一さん、
永盛宣也さん、クラブ国際奉仕新井和雄委員長、地
区国際奉仕総括（古河東ＲＣ）山崎清司委員長と各
ご婦人方総勢10名で昨日27日に出発されたことをお
聞きし、その行動力に深く頭の下がる思いがしており
ます。
又、下館クラブは第６分区のリーダーとしての立場

で他のクラブに国際奉仕とはこの様にするのだという
ことを身をもって示されましたことに対し、ありがた
く心より感謝を申し上げます。本当にご苦労様です。
又、ロータリー創立100周年記念事業であります

「下館市内小貝川流域にロータリー千本桜」プロジェ
クトを地区ロータリー財団、補助金委員会及び地区社
会奉仕委員会に申請され清水ガバナー年度早々に最高
額2,000ドルの認可をいただきましたことは日向野会
長はじめクラブ社会奉仕委員会の努力と行動が高く評
価されたものと思っております。又次年度永井ガバナ
ー年度も続いて申請されるとのこと、小貝川流域に美
しい日本の国花が咲きみだれる日を楽しみにしたいと
思っております。
又、ロータリー財団への年次寄付普通寄付に付きま

しても合計4,192ドルの寄付をいただき心から感謝申
し上げます。以前お話をいたしましたクラブポイント、
個人の認証ポイントの有効活用に於きましてもどうぞ
よろしくお願い申し上げます。
皆様が拠出されました寄付金は世界平和のため、識

学率向上のため、飢餓貧困緩和推進のため、保健問題

への対応のためなどに使われております。皆様方の尊
い寄付が世界平和のために役立っているのです。
ＲＩマジィアベ会長のターゲットである「世界に手

を貸して」いるのです。「世界に手を差しのべる」こ
とになるのです。１会員当たり120ドルのご理解とご
協力ご支援を今後共よろしくお願い申し上げます。
又、米山記念奨学会への寄付につきましても清水ガ

バナー年度から10万円の寄付で米山功労者となること
が出来る様になりました。日本34地区約1000名の優秀
な留学生への奨学金として使われています。ご理解を
いただきましてご支援とご協力の程よろしくお願い申
し上げます。
又ガバナー月信で確定宣が出されております様に元

分区代理しもだて紫水クラブの萩原亢雄さんが2005年
～2006年のガバナーとなりますことはご存知のことと
思います。第６分区からのガバナーの輩出は分区にと
っても有意義なことですので今後６クラブ全会員が萩
原ガバナーノミニーを全面的にバックアップして行か
なければならないと考えております。ご理解とご支援
ご協力の程よろしくお願い申し上げます。
さて新年を迎え、清水ガバナー年度下半期が始まり

ました。分区としての一大イベントでありますロータ
リーファミリー分区大会が真壁クラブのホストで２月
15日（日）に開催されます。分区大会についての詳細
は金子元則実行委員長よりご案内がありますのでお聞
きいただき、クラブ会員ご家族の皆様、ロータリーに
関係のある方々をご勧誘いただき賑やかで楽しい分区
大会にして行きたいと考えております。どうか絶大な
るご支援とご協力の程、心よりお願い申し上げます。
４月の地区大会、５月の大阪国際大会へのご参加も

ご協力下さいます様、お願い申し上げます。
最後になりますが、下館クラブの益々のご発展と皆

様方のご健勝をご祈念申し上げますと共に今年も変わ
らぬご支援ご協力をお願い申し上げ新年のご挨拶とさ
せていただきます。ありがとうございました。

ＲＩ2820第６分
区ロータリーファ
ミリー分区大会が
来る２月15日（日
曜日）真壁ＲＣホ
ストにより開催の
運びとなりました。
本日は御案内の時間を割いて頂き厚くお礼を申し上

げます。当日はＡＭ９：00登録開始、ＡＭ９：30点鐘
で開会されますので、真壁町役場駐車場に車をおいて
頂き、送迎用のマイクロバス利用、もしくは徒歩で真
壁町中央公民館まで、開会時間前までにお越し頂きま

ＲＩ2820第６分区ファミリー大会実行委員長
金子　元則さん



去る12月４日
下館市立太田小
学校にて開催し
たハローワール
ドに参加した子
どもたちから感
謝の気持ちと感
想文が届きまし
たので、その一
部を掲載させて
いただきます。

ファミリー分区大会プログラム
2003～04
2820地区第６分区

平成16年２月15日（日）

９：30～10：25
＜第１部＞
開会の行事 司　　　　会

真壁ＲＣ幹事エレクト 青木　秀史
開会の言葉 実行委員長　　　金子　元則
点　　鐘 ガバナー補佐　　　軽部　正紀　
国歌斉唱 ソングリーダー 町田　　功
ロータリーソング「奉仕の理想」
歓迎の言葉 ホストクラブ会長 勝田　治行
来賓、参加クラブ紹介 ガバナー補佐　　　軽部　正紀　
ガバナー補佐挨拶 ガバナー補佐　　　軽部　正紀
ガバナー挨拶 ガ バ ナ ー　　　清水　　清
ガバナーエレクト挨拶 ガバナーエレクト 永井　靖彦
ガバナーノミニー挨拶 ガバナーノミニー 萩原　亢雄
真壁町長挨拶 真 壁 町 長　　　平間小四郎　
ＲＦ分区大会リーダー講話 担当リーダー

パストガバナー　根本　正一
ウォークラリーの説明 幹事ノミニー　　　大塚　　忍

10：30～12：00
＜第２部＞
ファミリーと手をつなごう
ウォークラリーを兼ね道路清掃の開始
ウォークラリー終了後　真壁町中央公民館にて完走賞の授与

12：15～12：45
＜第３部＞
閉会行事
総　　評 担当リーダー

パストガバナー　根本　正一
謝　　辞 実行委員長　　　金子　元則
次期ホストクラブ挨拶 下妻ＲＣ会長　　　山内　光洋
閉会の言葉 副実行委員長　　　古橋　伸夫
ロータリーソング「手に手つないで」 ソングリーダー　　町田　　功
昼食　12：45

すようお願い申し上げます。
みなさまご存知のように真壁は山紫水明の地であり

ます。２月は寒いですので防寒対策を充分にして、御
来場頂きますよう御案内申し上げます。
会場となります真壁町を御案内させていただきます。

現在国指定史跡「真壁城跡」は、1172年に平長幹（た
けもと）が築城したと伝えられているお城です。
長幹は真壁氏を名乗り、19代城主の房幹まで430年

にわたりこの地を治めました。
関ヶ原の合戦の時、真壁氏は主君の佐竹氏に従い豊

臣側についたため、1602年に佐竹氏とともに出羽国
（秋田）に移封されてしまいました。
その後、真壁には浅野長政が５万石を領して入りま

したが、1620年に笠間藩に移封され、これまでに真壁
城は廃城となり、以後、笠間藩主による陣屋支配をう
けることになりました。
真壁氏の城下町として成立した市街地の町割りは、

笠間藩の陣屋町となった江戸時代初期に完成したと伝
えられ、その町割りは今日に至るまで400年余ほとん
ど姿を変えていません。
真壁町は、江戸時代から明治、大正期にかけて、こ

の地方の文化・産業の中心地として栄え、その当時、
隆盛に誇った商家の人たちが次々と蔵や門などを建て
ました。現在有形文化財として登録された歴史的建造
物71棟が歴史ある町割りと共に息づいております。又
ひな祭りの期間にも入りますので、昔懐かしい街並を
散策していただきながら、ひな人形の展示されている
家屋を楽しんでいただきたいと思っております。
プログラムの内容は、分区大会リーダー根本正一パ

ストガバナーの「講話」と「歴史の街、蔵の町、真壁」
のウォーキングラリーを計画致しております。昔なが
らの街並を歴史的建造物やひな人形の展示されている
店先を散策しながら、社会奉仕作業の御協力を参加者
のみなさまにお願い申し上げます。
このロータリーファミリー分区大会を地域社会へロ

ータリーの広報活動としても捉えて、下館ＲＣのタス
キを付けて参加して頂ますよう、御協力をお願い申し
上げます。ウォークラリー完歩賞には楽しいお土産と
美味なお弁当、そして寒い中歩いて頂いたみなさまを
心から身体が暖まるトン汁と甘酒を実行委員会一同、
万感の思いで、みなさまを歓迎しようと準備致してお
りますので、どうぞロータリアンファミリーのみなさ
まお揃いで御来場頂けますよう心からお待ち致してお
ります。当日の天候だけは、暖かい良い天気になるよ
う、初詣に神様にお願い申し上げました。多数６分区
ロータリーファミリーのみなさまの御参加があれば良
い大会になると期待しております。
下館ＲＣの大勢のみなさまの御来場を心からお待ち

申し上げましてご案内といたします。

委員会報告
佐藤　仁一 委員長新世代奉仕委員会
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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

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。
瀧田昌甫さん・中沢元太郎さん・小倉利一さん・

永盛　武さん・新井雅勝さん・中丸　健さん・

大林　稔さん・新井利平さん・大関幸政さん・

栗原正直さん・中西悦夫さん・大島康洋さん

真壁ＲＣ　軽部正紀さん

⇒２月15日のロータリーファミリー分区
大会へのご協力をよろしくお願いいた
します。

浜野紘嗣さん⇒軽部ガバナー補佐、金子セクレタリー
ようこそいらっしゃいました。ご指導
よろしくお願い致します。

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。本日はご苦労様
です。

柿田平吉さん⇒軽部正紀ガバナー補佐、金子セクレタ
リーようこそおいで下さいました。

星野英夫さん⇒軽部ガバナー補佐、金子セクレタリー、
お寒い中ご苦労さまです。

新井貞男さん⇒軽部ガバナー補佐をお迎えして。
大圃　弘さん⇒所用で早退させていただきます。
舘野孝男さん⇒下館駅前支店が統合になりました。

店頭が混雑しておりご迷惑をおかけし
ております。今後共宜しくお願いいた
します。

本日の合計　29,000円　　累計　1,564,000円

メイクアップ

１／25 男女共同参画社会をめざして
日向野陽さん　
大林　稔さん

加藤　昌美 委員長Smile Box

渡辺　　進 委員長出席状況報告

会員数 出 席 欠席

69

例会日

1/28 47 17

病 欠 免 除
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