
１．５月例会プログラムを承認
２．５月５日（水）の例会休会（祭日のため）を承認
３．５月19日（水）の例会の移動例会を承認
「ツインリンクもてぎ」見学のため

４．新入会員柴山勲会員の親睦活動委員会所属を承認
５．その他
クラブホームページの個人情報掲載については消去
するということを確認。又、一部改善の余地がある
のではとの提言あり。
本理事会より次年度幹事奥沢裕二会員が出席（見学）

１．RI機関誌「THE  ROTARIAN」2004年４月号を受理
２．財団法人・日本花の会より「花の友」No86、2004年
春号を受理
３．映画波山製作委員会より「ＨＡＺＡＮ」上映会新着と
業務状況及び財産状況についての報告を受理
４．下館保健所より市町村献血等啓発対策会議
（３月９日開催）の資料を受理

５．関東財務局より広報誌「財務かんとう」No98を受理
例会場・日時変更のお知らせ
・しもだて紫水ＲＣ
４月６日（火）の例会は
４／３～４日　第2820地区大会参加のため
４月20日（火）の例会はPM12：30～ランチ例会
【場所】ホテルニューつたや
４月27日（火）の例会は観桜移動例会となります
【場所】日本ハム下館工房
【時間】PM５：00～手作り体験工房

PM６：00～例会・バーベキュー
【事由】親睦家族例会のため
・友部ＲＣ
４月８日（木）の例会はPM６：30～
【場所】笠間・山の荘
【事由】四クラブ合同例会のため
４月27日（火）の例会はクラブフォーラムのため
PM６：30～金福
会報受理 真壁ＲＣ

今年度、下館ＲＣとして協力しています、国際交流友
の会・日本語講座の閉講式が３月23日アルテリオにおい

前々例会報告 第2168回 2004/3/31（水）

2004年・国際大会（大阪）参加者・国内会員25,000名越える。
５月に開催される世界大会の第２次予約登録が３月15

日締め切られました。追加申込み希望者は大会当日登録
（350＄）になります。2820地区の登録者総数は３月現在
434名（内ゲスト52名）です。第６分区の登録者数は70
名で９分区内２番目に多く軽部ガバナー補佐も喜んでい
る事と思います。下館ＲＣは、会員皆様のご協力により
まして地区内４番目の登録者数（22名）でした。予想以
上の登録者数に心から感謝申し上げます。

2004年、規定審議会で審議される立法案がＲＪＷに掲載。
３年に一度の規定審議会が、今年６月13日～18日まで

米国イリノイ州シカゴで開催されます。

正規の立法案は427議案ですが一部抜粋して報告いたします。
１．クラブが月２回、会合を持つことを認める件。
２．年間４回の例会取りやめを５～７日に増やす事を認
める件。

３．出席率50％に下げる件。
４．試験的プロジェクトを延期する件。
現在日本で３クラブ実施・足利東ＲＣ・春日部ＲＣ・高
輪ＲＣ

５．ポリオ撲滅の後に、清浄な水を世界的プロジェクト
として採用すべき要請をする。

６．世界的プロジェクトに結核・ＨＩＶ（エイズ）撲滅を
要請。

７．ローターアクトの年齢制限を35歳まで引き上げる。
８．マンダリン語（中国）エスペラント語をＲＩ公式用
語に含めることを要請。

９．ＲＩの標語は「超我の奉仕」のみであると宣言する件。
10．謝意の表明に関する規定を除外する件。
11．人頭分担金を増額する件。
ロータリー百年史
日本語版　５月大阪国際大会にて発売
３月31日迄に申込　ＣＤ版添付　料金25＄です。

柴 山　 勲さん

＜生年月日＞ 昭和17年９月11日
＜住　所＞ 新治郡八郷町吉生2294－3
＜事業所＞　広沢観光（株）
＜役　職＞　監査役
＜家族構成＞ 妻、娘
＜趣　味＞ ゴルフ
＜推薦者＞　小林一彦会員

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 幹事理事会報告

小林　一彦 幹事幹事報告
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入 会 員 紹 介新

委員会報告

新井　和雄 委員長国際奉仕委員会



小薬　俊夫

て下館市教育委員長始め
関係団体の皆様多数参加
の中、盛会裡に開催され
ました。下館ＲＣからは
日向野会長始め、今年度
及び次年度の国際奉仕委
員長・新井和雄・佐藤仁
一新世代奉仕委員長が出席しまし
た。半年を区切りとしての、受講
生の日本語による３分間スピーチ
が行われ、日本人より上手に日本
語を話せるようになった人、茨城
弁を覚えてしまった人、日本に来
て日が浅く良く意味の分らない人、それぞれに全員一生
懸命日本語を覚えようという気力は凄いものでした。そ
の後、各国の歌や、踊りが披露され和やかなうちに閉講
式は終了しました。国際交流友の会会員の皆様方の心温
まる指導にはとても感動しました。また当日、今年度の
下館ロータリークラブの協力に対して我妻会長より深く
感謝の言葉をいただきましたのでご報告申しあげます。

下館ロータリークラブインタ
ーネットホームページ報告
（アドレスは最終ページ
に記載されています。）

最初に日本に来た時には、修士号を取った後台湾へ帰
るつもりだった。その後博士課程まで行くことになりま

したが、経済面にはどうしようか
と全く考えていなかった。生物系
の研究をしているので、実験の合
間を縫ってバイトに行くのはとて
も難しいことです。幸いのことで
米山奨学金を取得したことにより、

安心して研究に没頭し、順調に博士号を取得することが
できました。そして毎月の例会に出席し、プログラムに参
加したり、いろんな人と話したりした
ことにより、どんどん世界が広がった
と感じました。私は奨学金以上のもの
を頂いたと思っています。今の私には
感謝の気持ちがいっぱいです。
カウンセラーの所見
ロータリーの例会に一度も休むこ
となく参加し、奨学生としての本分
を忘れず真剣に学業に取り組んでい
る様子が伺える。博士号を取得した事により、帰国後の
大きな活躍を期待いたします。

下館RC45周年記念大会実行委員会

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。
小倉利一さん・中沢元太郎さん・小薬俊夫さん・
星野英夫さん・新井雅勝さん・大林　稔さん・
新井利平さん・栗原正直さん・司代隆之さん
日向野陽さん⇒柴山勲さんの入会を記念して
小林一彦さん⇒柴山勲さんの入会を記念して
柴山　勲さん⇒本日入会致しました柴山です。今後共、

御指導の程よろしくお願い致します。
浜野　清さん⇒今日は官庁の大晦日、私の誕生日が珍し

くクラブ例会と一緒になりました。
柿田平吉さん⇒私の大好きな近所の焼鳥屋さんが、諸般

の事情で本日を以って閉店することとな
りました。今となればもっと通っておけ
ば良かったと後悔して居ります。

大圃　弘さん⇒ＩＴ広報委員会です。本日ホームページを
紹介しますのでよろしくお願い致します。

舘野孝男さん⇒柴山会員の入会を祝して
柳沢和巳さん⇒所用の為早退しますので
本日の合計　30,000円　　累計　1,841,000円

メイクアップ

３／７　つくばシティーＲＣ10周年
小林一彦さん・浜野紘嗣さん

３／17 次年度準備理事会
浜野紘嗣さん・柳沢和巳さん・奥沢裕二さん・
堀江清彦さん・加藤昌美さん・永盛宣也さん・
飯島康夫さん・鈴木光則さん・佐藤仁一さん・　
小薬俊夫さん・永盛友治さん

３／24 ロータリー情報委員会
鈴木　貢さん・堀江清彦さん・新井貞夫さん・
日向野陽さん・浜野紘嗣さん・舘野孝男さん・
渡辺利夫さん・早瀬浩一さん

３／25 つくば学園ＲＣ　中沢元太郎さん
３／25 下館ＲＡＣ

司代隆之さん・大島康洋さん・諏訪哲也さん・
嶋田正巳さん・丸山靖則さん

３／30 しもだて紫水ＲＣ　　中丸　健さん
＜前回会報掲載もれ＞
桜植樹　大圃　弘さん・永盛宣也さん・百目鬼博行さん
よろず相談　神原　清さん・郡定兵衛さん・鈴木　貢さん
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渡辺　進 委員広報・ＩＴ情報委員会

永盛宣也カウンセラー米山奨学生レポート

奥沢裕二次年度幹事次年度委員長発表

例会 月日 プログラム

2003－2004年度5月

第
一
例
会

５月５日
（水）

第
二
例
会

５月12日
（水）

第
三
例
会

５月19日
（水）

第
四
例
会

５月26日
（水）

渡辺　進 委員長出席状況報告

会員数 出 席 欠席

70

例会日

3/31 52 14

病 欠 免 除

0 4

加藤　昌美 委員長Smile Box

委員会名
第一クラブ奉仕委員会
職業分類委員会
会員増強・家族委員会
会員選考委員会
ロータリー情報委員会
第二クラブ奉仕委員会
出 席 委 員 会
クラブ会報委員会
親睦活動委員会
雑誌・クラブ記録委員会

委員長名
柳沢　和巳
大関　幸政
栗原　正直
中里　泰久
新井　貞男
小薬　俊夫
中丸　　健
中西　悦夫
新井　和雄
司代　隆之

古田　貢一
小嶋　一彰
横山　政人
永盛　宣也
飯島　康夫
須藤　　　
鈴木　光則
丸山　靖則
佐藤　仁一
細谷　　貢
嶋田　正巳

プログラム委員会
広報・IT情報委員会
スマイルBOX委員会
職業奉仕委員会
社会奉仕委員会
環境保全委員会
新世代奉仕委員会
ローターアクト委員会
国際奉仕委員会
ロータリー財団委員会
米山記念奨学会委員会

加藤　昌美 関谷　　徹会場監督（SAA） RI100周年記念委員会



前例会報告 第2169回　2004/4/14（水）
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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


