
１．クリーン下館推進委員会より
①市民クリーン作戦実施への参加依頼状を受理
【日時】平成16年５月30日（日） 午前８時

小雨決行
【集合場所】市役所駐車場
②総会開催の案内状を受理
【日時】平成16年５月11日（火） 午後１時30分～
【場所】図書館視聴覚室
２．「THE  ROTARIAN」誌　2004年５月号受理
３．ＲＩ第2820地区よりガバナー月信「特集号」（第12
号）の執筆依頼状を受理
）100周年記念事業報告
）ロータリー家族月間に因んだ親睦行事などについて

４．ＲＩ第2360地区ガバナー豊島徳三様、2005年国際
博委員長・パストガバナー内藤明人様より2005年国
際博覧会ロータリー建設資金協力の礼状を受理
５． ＲＩ第2820地区2003～’04地区大会
出席率優秀クラブ　第３位　下館ロータリークラブ
例会場・日時変更のお知らせ
・真壁ＲＣ
５月18日（火）の例会は下記に変更します。
【日時】５月18日（火） 午後12：30～
【場所】蔵布都
【事由】移動例会のため
会報受理 笠間ＲＣ、結城ＲＣ、岩瀬ＲＣ、

マルチプル・ポールハリス・フェロー　高橋秀夫さん
ポールハリス・フェロー　　　　　　　丸山靖則さん

＊尚、ＲＩ2820地区大会で出席率優秀クラブに下館ＲＣが
表彰されました。（第３位）前回、記載がもれていました。

前々例会報告 第2172回 2004/5/12（水）

ようこそお客様
�ＲＩ2820地区　軽部正紀ガバナー補佐（真壁ＲＣ）
� 金子正則セクレタリー（真壁ＲＣ）

2004－05年度・永井晴彦ガバナー年度・地区協議会開催
４月29日、水戸県民文化センターに於いて、次年度

の為の地区協議会が開催されました。下館ＲＣからは、
次年度・浜野会長、奥沢幹事他役員・理事11名と次年
度地区委員３名が参加しました。
協議会は、次年度永井ガバナーよりＲＩ会長テーマ

と11項目による地区強調事項について詳細な説明があ
りました。
意欲十分の各クラブ代表者の参加により会場は熱気

で溢れ、新しいキーワードを手にした事もあり、目が
輝いていました。
次年度のＲＩ会長テーマ「ロータリーを祝おう」と

次年度永井ガバナーノミニー強調事項については、浜
野次年度会長より後日説明があると思います。

大島康洋会員退会
本日の理事会にて大島康洋会員の退会が承認されま

した。４月末に退会届が提出されましたので、推薦者
をはじめ何名かの会員にて説得をしたのですが業務多
忙の為退会しますとの事です。誠に残念です。
（在籍約５年　入会 1999.8.18 退会 2004.5.31）

１．６月例会プログラムの承認
２．６月16日（水）の例会は定款第５条第１節により
休会を承認
３．タイ友好地区青少年招聘に伴う諸費用分担（地区
要請・会員一人￥500）を承認
４．大島康洋会員の退会を承認
５．次年度クラブ運営資金・仮払い金30万円を承認
６．その他
①５月26日（水）の例会は下館ＲＣ創立記念日（５
月25日）に因んで創立時会員から５名位に花束を
贈呈することを提案・承認を頂く。

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

中西　悦夫 委員長ロータリー財団表彰

小林　一彦 幹事幹事報告
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常日頃、下館クラブに於
かれましては今年度、国際
ロータリーマジィアベ会長
が掲げられましたテーマ
「手を貸そう」及び清水ガ
バナーが掲げられました地

区活動方針11の強調事項を日向野会長をリーダーとし
てクラブ会員の皆様方にご支援、ご協力をいただきま
したこと、まず最初に心より厚く感謝とお礼を申し上
げます。ありがとうございました。
今年度もあと40数日となり、光陰矢のごとしと申し

ますが、本当に月日の経つのが早いことを今実感してお
ります。私がガバナー補佐として昨年７月９日の初回訪
問時には地区活動方針など忠実に伝達しなければならな
かったので時間の経つのがわからず、日向野会長の今年
度会長としての挨拶が出来なかったこと今でも申し分け
なく思っております。７月16日にはクラブの最大行事、
ガバナー公式訪問、新年のごあいさつ、そして本日最後
の訪問に際しましても皆様方に暖かく迎えられ歓迎いた
だきましたことありがたく感謝しております。私自身、
ガバナー補佐として活動を開始した当時は第６分区の総
括として責務を果たすことが出来るかどうか、そして第
６分区のためになれるかどうかを考えた時に自信はあり
ませんでしたが、下館クラブを初め、各クラブの暖かい
ご支援とご協力でどうにか、ガバナー補佐としての責務
を果たしそして、終えることが出来そうであります。
さて今年度、日向野会長年度には2820地区内では目
を見張る様な活動を展開され、世界社会奉仕として第
６分区初めてネパールカスタマンダップＲＣとツイン
クラブの締結、又カスタマンダップＲＣとのマッチン
グクラントを使い現地小学校へ文房具等の寄付とポリ
オプラスへの支援を実施され、国際親善と国際理解を
深めていただきました。又、会員の増強につきまして
は純増４名を達成。国際ロータリー創立100周年記念
事業につきましては「小貝川流域に1000本桜」プロジ
ェクトに清水ガバナー年度早々に認可をいただき会員
の皆様はじめロータリーファミリー、ローターアクター、
ボランティアの皆様方総勢300名で桜の苗木150本の植
樹を実施していただき、又地域社会への奉仕といたし
ましては国際交流友の会、郡市中学校駅伝大会、下館
カップサッカー大会、少年の主張大会などの後援、又
地域の小学生と留学生との国際親善と国際理解を深め
るための「ハローワールド」の開催やクラブ会員によ
る「よろず相談」の開催など地域社会に密着した活動
を実施され数々の実績を作っていただきました事に対
し心から厚く感謝を申し上げる次第であります。又、
米山記念奨学会、ロータリー財団への寄付に付きまし
てもご理解とご支援、ご協力をいただきましたことあ
りがたく感謝を申し上げます。又「蔵の町真壁」で開
催されました「真壁ひなまつり」を見物しながらのウ
オーキングラリーと各クラブのタスキを掛けての社会
奉仕作業のロータリーファミリー分区大会や地区大会
にも多数の会員のご参加をいただきましたこと感謝を
しております。ありがとうございました。
さて初回訪問時に皆様からお預かり致しましたガバ

ナー補佐活動費を極力節約して残金が出た時には各ク
ラブのスマイルＢＯＸに入れさせていただくとお約束

した件でございますが６月18日の分区会長、幹事会終
了後にただちに決算書を作り報告致します。そして６
月30日までにきちっとした形に致したいと考えており
ますのでご理解の程お願い申し上げます。
さて、ガバナー補佐年間予定通り本日の下館クラブ

を最初にして５月中には各クラブを訪問して一年間の
ご支援とご協力にお礼を申し上げる事を予定しており
ます。又、５月15日には清水ガバナー年度最後のガバ
ナー補佐会議が日立天地閣で開催されます。６月18日
には第６分区最後の会長幹事会と清水ガバナーをまじ
えた親睦ゴルフ会を開催しそれが終われば私の任務も
全て終了ということになります。この一年間を通して
私自身ロータリーを勉強させていただく機会を与えて
いただきました事は幸せな事でありましたし、ロータ
リーを深く楽しむことが出来ました。本当に有意義な
一年間でありました。ありがとうございました。心よ
り厚く感謝とお礼を申し上げます。
最後になりますが、下館クラブの益々のご発展と会員

の皆様方のご健勝をご祈念申し上げガバナー補佐とし
ての最後のごあいさつと致します。お世話に成りました。

● 会長　日向野陽
軽部ガバナー補佐には、一年間親身になってご指導

を頂き誠に有難うございました。お陰さまにて下館RC
も順調に推移し大きな目標はすべて達成することが出
来ました。これも偏に軽部ガバナー補佐のご協力の賜
とあらためてお礼を申し上げます。尚、本日の卓話で
は、過分なるお褒めの言葉を頂きクラブを代表致しま
して厚く御礼申し上げます。最後に軽部ガバナー補佐
の今後益々のご活躍とご健勝を心からお祈りいたしま
してお礼の言葉と致します。お役目ご苦労様でした。

５月30日（日）8：00より下館市役所駐車場集合
ぜひ、ご協力ください。

５月16日（日） 真壁町・すし兼
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RI2820地区　軽部正紀ガバナー補佐
クラブ協議会

委員会報告

関谷　　徹 委員長社会奉仕委員会

大島　康洋 委員長ローターアクト委員会

例会 月日 プログラム

2003－2004年度6月

第
一
例
会

６月２日
（水）

第
二
例
会

６月９日
（水）

第
三
例
会

第
四
例
会

第
五
例
会

６月16日
（水）
６月23日
（水）
６月30日
（水）



結婚記念
中沢元太郎さん・小薬俊夫さん・津田進三さん・
岩崎晴男さん・大関幸政さん・新井和雄さん・
嶋田正巳さん
夫人誕生
小薬俊夫さん・日向野陽さん・飯島康夫さん
会員誕生
井狩浩一さん・中丸　健さん・永盛友治さん・
上野広志さん・百目鬼博行さん・山田　優さん
日向野陽さん⇒軽部正紀ガバナー補佐、一年間ご指導

ありがとうございました。
小林一彦さん⇒ガバナー補佐軽部様、セクレタリー金

子様、本日はようこそ。今日は御苦労
様です。

郡定兵衛さん⇒私の「絵」が展示会（ママダコーキ2 F）
に飾られましたので。
女性の絵に囲まれて黒１点なのでひ
きたちます ロータリーの帰りにどうぞ。

増渕勇之助さん⇒追い越し禁止の黄色い線の処で前の
車を追い越した。すると、うしろに
パトカーが！罰金 9,000円、減点の点
数２点。俺もまだまだヤルー

増渕文夫さん⇒30年100％出席で表彰されましたので
ありがとうございました。

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！ 一年間ご苦労さまでした

浜野紘嗣さん・奥沢裕二さん⇒
次年度委員会編成表に一部ミスプリントがありまし
た。近い内に正式なものを配布します。大変申し訳
ありませんでした。
荒川洋一さん⇒所用の為早退致します。
関谷　徹さん⇒次男が米国N.CのDuke大学の大学院

をやっと卒業出来ました。5／9の卒業
式に行って、昨日帰って来ました。

柳沢和己さん⇒所用の為早退しますので
佐藤仁一さん⇒５月19日に下妻ＲＣが育成会となり、

ボーイスカウト下妻第１団が発団した
ことを記念して。

渡辺利夫さん⇒これまで出席できなくてご迷惑をおか
け致しました。平成15年度の総会もほ
ぼ完了しましたのでこれからは出席で
きます。宜しくお願いします。

本日の合計　86,000円　　累計　2,162,000円

メイクアップ

４／29 次年度地区協議会
日向野陽さん・新井貞男さん・新井和雄さん・
浜野紘嗣さん・奥沢裕二さん・柳沢和己さん・
小薬俊夫さん・永盛宣也さん・飯島康夫さん・
鈴木光則さん・佐藤仁一さん・細谷　貢さん・
嶋田正巳さん・永盛友治さん

５／９　下妻ロータリークラブ
（ボーイスカウト下妻第１団発団式）
佐藤仁一さん・諏訪哲也さん・嶋田正巳さん

５／10 次年度クラブ運営関係委員長会議
浜野紘嗣さん・奥沢裕二さん・小薬俊夫さん・
加藤昌美さん・佐藤仁一さん・中西悦夫さん・
新井和雄さん・古田貢一さん・横山政人さん・
永盛友治さん・飯島康夫さん

第2171回2004/4/28（水）

わが国は世界一の長寿国
になりました。全ての人の
願いは不老長寿、出来れば
永遠の人生かも知れません。
従って政治の最終目的は健
康で長生きする社会の構想
のはずで、その点では国連
のWHO（世界保健機構）

は日本の国民皆保険は世界一の制度であると評価して
おります。この国民皆保険に慣れすぎこの価値にもっ
とも気がつかないのは日本人かも知れません。私たち
が子供のころ友達のお爺ちゃんやお婆ちゃんが半身不
随で廊下でかいまきを着て、廊下で日向ぼっこしてい
た光景は珍しいことではありませんでした。多分50歳
前後であったと思われました。しかし、今は単なる老
人人口の増加ではなく70歳でも現役に働いていること
は珍しいことではありません。
残念なことに、小泉首相の財政諮問会議の方向は人の
命までも道路工事などと一緒に経済原理主義の中で考え
ようとしており、アメリカ的な保険の仕組みのに変える
動きが目立ちます。あのクリントン婦人ですら日本型の
健康保険制度に変えようとしましたが出来ませんでし
た。アメリカでは60％の国民は健康保険に加入出来ない
でおり、多くの人々が医師にかかれずにおります。
そのために平均寿命は低く１歳以下の子供の死亡率

は日本の２倍以上です。医療費の値段ですが先日の日
経新聞に虫垂炎手術の値段が出ていました。日本では
７日入院して18－22万円、アメリカでは１日しか入院
できず120万－220万円です。貨幣価値の違う北京でも
４日の入院で46万円です。わが国の医療費は31兆円で
すが国の負担は９兆円で世界の23の先進国中19位です。
逆に公共事業費はアメリカ、イギリス、フランス、ド
イツの４ヶ国をプラスしたより多いのです。イギリス
では救急病院に運ばれて診察を受けるまで半日待つの
が普通で、日本人は健康保険を水や空気のようにその
大切さに気がついていません。今、医療事故のニュー
スがたびたび報じられています。医師会もその原因を
追及して再発予防に努力しています。医療相談窓口を
設け苦情処理も行っていますが、お金や人数だけが原
因ではありませんが日本の診察料はアメリカの１割、
病院の看護師の数はベット数あたり５分の１です。こ
んな儲けのない環境の中に株式会社を認めろといって
きました。医師会は保険料額によって心臓手術が出来
るか出来ないか保険会社が決めるような社会が出来た
ら人の命までが貧富の差で左右されるアメリカ型社会
になることを反対しているのです。アメリカの株式会
社経営の病院はお金持ちにとっては天国です。しかし
６割の医師にかかれずに苦しむ母親や国民がいること
を考えてください。医師会はもう一度命の尊さと医療
を国民と一緒に考えて見たいと思っています。
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上野　広志 副委員長出席状況報告

会員数 出 席 欠席

70

例会日

5/12 56 11

病 欠 免 除

0 3

茨城県医師会会長　原中勝征さん
外部卓話

加藤　昌美 委員長Smile Box



【場所】下館市総合福祉センター
また、平成15年度事業報告並びに収入支出決算書を受理
例会場・日時変更のお知らせ
・結城ＲＣ
５月26日（水）の例会は移動例会になります。
【日時】午後12時30分
【場所】下水浄化センター会議室
６月16日（水）の例会は移動例会になります。
【日時】午後12時30分
【場所】健田須賀神社
【事由】神社由緒看板奉納式
６月30日（水）の例会は移動例会になります。
【日時】午後12時30分
【場所】結城市民情報センター
【事由】会場変更

１．ＲＩ2820地区ガバナー（清水　清殿）・ガバナーエ
レクト（永井靖彦殿）・ガバナー指名委員会委員長
（塙　東男殿、吉澤繁男殿）名で2006～2007年度ガ
バナー・ノミニー候補者推薦のお願いの案内を受理
２．ＲＩ2004年国際大会（関西）実行委員会事務局よ
り国際大会ご来場に際してのお願いの案内を受理
３．ＲＩ第2820地区ガバナーエレクト永井晴彦様より
先日開催の地区協議会参加の礼状を受理
４．クリーン下館推進委員会の平成16年度総会資料を
受理
５．社会福祉法人・下館社会福祉協議会より平成16年
度第１回評議員会の開催の案内を受理
【日時】平成16年５月26日（水） PM１：30より

4

前例会報告 第2173回 2004/5/19（水）

小林　一彦 幹事幹事報告


