
尚､詳細に付きましては２月25日に新井和雄会員と地
区国際奉仕統括委員長の山崎清司さんに卓話をお願いし
てあります。どうぞご期待下さい。

１．３月例会プログラムを承認
２．新入会員・鴨志田寿夫会員のプログラム委員会所属を承認
３．その他　４項目の報告事項がありました
①國際奉仕委員長よりＲＩ第3290地区カスタマンダッ
プＲＣとのツインクラブの締結（主にＷＣＳとして
マッチンググランドを利用しての小学校への文房具
の寄付と日立化成工業下館事業所愛の基金を利用し
てのポリオプラス支援）
②社会奉仕委員長より百周年記念事業として桜の植樹
を２／29（日）実施､範囲は池の外周だけ、100名以
上のボランティアの参加が予想される
③会計担当者より上半期の会計現況報告
④第２奉仕クラブ委員長より上半期の出席状況報告
例会場・日時変更のお知らせ
①３月10日（水）の例会は振替休会になります
振替日時：３月９日（火）午後12時30分～午後２時

【場所】ホテル　ニューつたや
【事由】しもだて紫水ＲＣとの合同例会のため
②３月17日（水）の例会は振替休会になります
振替日時：３月14日（日）午前９時～

【場所】アルテリオ（地域交流センター）２Ｆ
【事由】よろず相談のため
③３月31日（水）の例会は36分例会になります
【事由】月末のため　　以上①、②、③を承認

例会場・日時変更のお知らせ
・真壁ＲＣ
２月17日（火）の例会は下記に変更します
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下館ＲＣ＆カスタマンダップＲＣ 1月29日ツインクラブ
締結
１月27日に出発致しました下館ＲＣの一行（日向野

陽・井狩浩一・永盛宣也・新井和雄）は、バンコクに１
泊後翌日、大きな期待と少々の不安を抱きながら、ネパ
ールに向いました。
バンコクの空港ロビーでは、日本人留学生に声を掛け

られたり、アメリカのロータリー会員と名刺交換をした
り、ロータリーのバッチを付けているせいか、多数の人
達に話し掛けられました。カトマンズ上空近くになりま
すと機内が急に騒がしくなり心配したのですが、それは
雲の上に高く突き出た純白の山、東西2400kmに及ぶヒ
マラヤ山脈が見えたからです。
ネパールの国際空港には、カスタマンダップＲＣの現

会長Pradeepさんと初代会長のGajendra（下館ＲＣに
2002.9ご夫妻にて来訪）さん他何名かのロータリアンが迎
えて下さいました。とても小さな空港でしたが、世界一貧
困な国の割には活気に溢れているような感じがしました。
カスタマンダツプＲＣは、毎週金曜日・ホテルで早朝

例会をしているそうですが、この日は、ツインクラブの
締結とＷＣＳプロジェクト、ポリオ・プラスもあります
ので、例会場を変更しネパールの郷土料理店に会場を移
し締結式を行いました。カスタマンダップＲＣは現在女
性会員５～６名を含み50名前後のクラブです。
お国柄かすべてにゆったりしています。郷に入っては

郷に従うほかありません。１時間30分の締結式が無事終
了し、豆料理とパラパラのお米が主食のフルコースに挑
戦しました。有名な地酒で乾杯をしたのですが、マッチ
をつけると燃えてしまうような強いお酒です。新井和雄
会員から飲み過ぎないようにとの注意がありました。
約３時間、ネパールの伝統文化を一つでも多く私達に

見て頂きたい為か、唄や踊りが次々と繰り広げられまし
た。最後は、全員が踊り子達と一緒に踊ることによりお
互いに真の友情が確認し合えるようです。（踊りは一部
阿波踊りに似ていました）

有名な世界遺産と､伝統と歴史を重んじるネパール王国
カスタマンダップＲＣとのツインクラブ締結は、今後

両クラブにとって、新しい出会いと交流が始まる訳です。
それには、お互いのクラブと会員相互の理解と協力が

必要です。決して無理をしないで地道な交流を続けて行
くことが、長く友好関係を継続できる事と思います。

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

小林　一彦 幹事理事会報告
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【日時】２月15日（日）午前８時
【場所】真壁中央公民館
【事由】ロータリーファミリー分区大会のため

2001年の規定審議会において、大幅に改正された標準
ロータリー・クラブ定款の変更と、ガバナー公式訪問が
７月16日に決まっていましたので、少し早めに次年度
の準備に取り掛かりました。６月の末までに現況報告書
を作成する事は至難の業でしたが、浜野副会長を中心に
新旧の幹事さんの協力により間に合わせて頂きまして有
難う御座いました。
尚、新委員会の新設・年会費値下げ・推奨クラブ細則

の見直しを、新年度に入る前に変更の必要に迫られまし
たが、会員の皆様のご協力によりまして、改正案をすべ
てご承認いただきました事がとても心強い思いでした。
今年度のクラブ方針は・・・

「新プログラムへの挑戦・楽しい例会は自分の手で作ろう」
「地域住民が笑顔で集まれる憩いの場を作ろう」
「世界と交流し・若人が活躍できる未来型クラブを作ろう」
クラブ奉仕①　クラブ奉仕②
１．会員増強 純増３名 現在達成。
（４名入会１名退会）

２．新入会員は当面、推薦者と同じ委員会に席を置く。
３．無責任な増強はしない。入会前に十分なロータリ
ー情報を説明する。
４．自分が推薦された恩返しをしよう。退職者入会・
規定審議会にて制定。
５．出席・上半期で－５以上の会員が８名います。下
期は是非頑張って出席して下さい。
６．全会員、１年に最低一回は会報に記事又は写真を
掲載する。
７．親睦がクラブ奉仕の柱です。品よくエレガントに
楽しませて下さい。
８．クラブ記録委員会新設、整理整頓から始めて下さい。
９．ＤＩＣＯからの情報は会長・幹事が直接受信した方が
良いと思います。
10．スマイルＢＯＸ・委員会と会員の協力により目標108
％達成。
職業奉仕・社会奉仕・新世代奉仕・国際奉仕
１．異業種交流を活発化させる。日立化成工場訪問素晴
らしかった。
２．過去に寄付した看板・時計・水飲み場等の確認と管
理。今後の対応・出来るところから管理を始めたらど
うでしょうか。
３．新世代のプログラム開拓、ハローワールド開催・下
館サッカー協賛。小学生中心とした新しい奉仕企画、
とても良かったと思います。
４．アクト会員増強協力。上半期4～5名の増加。

５．国内外を問わず友好クラブ・親睦クラブ作る。
ネパール・カスタマンダップＲＣとツインクラブ締結
2004.1.29
小学４年生から教材費有料の為登校できない子供達の
応援。ＷＣＳ当クラブ国際奉仕委員会寄付額３万５千円・
同額補助金制度利用により総額1,200＄寄付となる。
日立化成・部課長親睦「愛の基金」今期1,000＄寄付。
（上記　ポリオ・プラス指定寄付）
ＳＡＡ
１．例会場、演台・備品を予定通り準備していただきま
した。
２．例会場のひな壇を取り外し同じ目線で挨拶できるよ
うにしました。
３．食事メニューの充実・丸山会員のご協力に感謝します。
会　計
１．年会費及び特別会費の値下げ。予算内にて運営でき
ている。
下半期に付きましても会員皆様方のご指導とご協力を

お願い致します。
ファミリー分区大会・さくら植樹・よろず相談・地区
大会・グルメ旅行・大阪世界大会と、多数の行事が予
定されています。全会員に参加して頂き楽しい例会に
したいと願っています。

あっという間に半期が過ぎてしまいました。月日経つ
のが本当に早いと言う事を実感した半期でした。日向野
会長の適切な指導とアドバイスを頂き又役員・理事の皆
様及び会員の皆様のご支援ご協力を頂きながら何事も無
く過ごすことが出来ましたことに感謝申しあげます。会
長からはロータリー最優先でと言われましたが仕事上そ
うも行かずどうしようかなと思いながら来てしまいまし
た。しかし毎週、緊張の連続です。
各委員長の選任から始まって地区協議会に出席し、そ

れからクラブ協議会などとスタートが早かったので仕事
とうまく両立させながら、会長・副幹事のご理解により
ロータリーの各種事務一般がうまく回転する事が出来ま
した。また直江・日向野年度時の副幹事役の時のメモ・
議事録などが大変参考になりました。
お蔭様で公式訪問もガバナーの人柄でしょうか伝統の

あるクラブらしい運営をしているとお褒めの言葉を頂き
ました。これも偏に会員の皆様が一体となって取り組ん
でいる証しと有りがたく思っております。
事業等については会長より各委員会が新しいプログラ

ムに挑戦して実践している報告がありましたので省略さ
せて頂きます。
下半期もＲＩ、地区、分区、クラブと各種の事業が予

定されていますので会員の皆様のご協力を頂きながら全
力を注ぐつもりですので宜しくお願い致します。

日向野　陽 会長上半期を省みて

小林　一彦 幹事上半期を省みて



間もなく創立45周年を迎える当下館ＲＣでは、平成16
年１月29日ネパール王国の首都カトマンズのカスタマン
ダップＲＣとめでたくツインクラブ締結の運びとなりま
した。陶芸家の板谷波山、洋画家の森田茂、と２人の文
化勲章受賞者を輩出した文化の香りただよう当地下館に
ふさわしい相手先と実のあるＷＣＳをしたいという多く
の会員の要望がありましたが、美しいヒマラヤの山々に
囲まれたカトマンズ盆地には街のあちこちに多数の世界
遺産があり、人々は歴史と伝統を重んじまさに文化の香
りのただよう街でした。
ツインクラブ締結式及びレセプションは移動例会でネ

パール伝統料理レストランを借切って行われましたが、
ネパール王国タパ首相をはじめカトマンズ市長のケシャ
ブ氏、スウェーデン国務大臣のアルフ氏、等、多くのＶＩＰ
の参列を賜り盛大に執り行われました。
本年度のＷＣＳは、現地小学校の就学率向上の為の援

助として文具の寄付をし、カスタマンダップＲＣが独自
におこなっているポリオプラスのキャンペーンに資金援
助をしてまいりました。今後も楽しく実のある交流をつ
づけてゆきたいと思っております。

（写真はツインクラブ締結式後の
レセプションでタパ首相と）

結婚記念
浜野紘嗣さん・小林一彦さん・佐藤仁一さん・
大島康洋さん
夫人誕生
星野英夫さん・栗原正直さん・永盛友治さん
会員誕生
柿田平吉さん・古田貢一さん・岩崎晴男さん・
柳沢和己さん・渡辺利夫さん・鈴木啓正さん
田中　忍さん⇒①一月も何事もなくすごせました。

②保育所健診のため（早退します）
日向野陽さん・浜野紘嗣さん・小林一彦さん・
津田進三さん・小嶋一彰さん・新井貞男さん・
飯島康夫さん・関谷　徹さん・佐藤仁一さん・
新井和雄さん・星野英夫さん・諏訪哲也さん・
永盛宣也さん⇒Ｒ．Ｉ．Ｄ．3290．ネパール王国カスタマ

ンダップＲＣとのツインクラブ締結を
記念して

本日の合計　83,000円　　累計　1,647,000円

メイクアップ

１／29 カスタマンダップＲＣ（ネパール）
井狩浩一さん・永盛宣也さん・
新井和雄さん・日向野陽さん

１／29 下妻ＲＣ　　中丸　健さん
１／31 合併住民懇談会

柳沢和己さん・飯島康夫さん・
加藤昌美さん・百目鬼博行さん・
浜野紘嗣さん・小林一彦さん

２／１　ＲＡＣ地区大会
司代隆之さん・佐藤仁一さん

渡辺　　進 委員長出席状況報告

会員数 出 席 欠席

69

例会日

2/4 60 7

病 欠 免 除
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加藤　昌美 委員長Smile Box

例会 月日 プログラム

＊3月プログラム予定表＊
2003－2004年度3月

第
一
例
会

３月３日
（水）

新入会員卓話

常陽銀行　舘野　孝男 会員

第
二
例
会

３月10日
（水）

振替例会

3月9日 しもだて紫水RC合同例会

第
三
例
会

３月17日
（水）

振替例会

3月14日　よろず相談

第
四
例
会

３月24日
（水）

外部卓話

茨城県商工労働部 滝本 部長 様

第
五

例
会

３月31日
（水） 36分例会

委員会報告
新井　和雄 委員長国際奉仕委員会



●同意書

前例会報告 第2162回 2004/2/12（木）





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


