
５．ＮＰＯ法人さいたまユネスコ協会より「識字教育普及プロ
グラム」に協力依頼の案内を受理（次年度国際奉仕委員長へ）
例会場・日時変更のお知らせ

・水海道ＲＣ
６月30日（水）の例会は次のように変更します
【時間】18：00～　【場所】糀屋
【事由】島田・秋田年度さよならパーティー
会報受理
水海道ＲＣ、水戸ＲＣ、水戸西ＲＣ

年度始めに、各委員会の皆さ
んに必ず一つ以上の、新プログ
ラムを計画し挑戦して下さいと
お願いを致しました。
今年度実績報告と反省を述べ

させていただきます。
第一クラブ奉仕
１．会員増強　純増３名・目標達成と思っていたのですが最
後の月に転勤の為１名退会者があり目標達成出来ませんで
した誠に残念。（入会者５名・退会者３名）。会員増減・下
館ＲＣ創立以来1998～99年まで39年間は常に上昇・横ばい。
98～99年度84名の会員でピークその後４年間減少し18名の
会員が退会。今年度５年振りに減少が止まり２名の増強。

２．D.2820出席優秀クラブとして第３位表彰（95％以上クラス）
３．情報・クラブ創立記念日の再確認、創立当時の想いで卓話。
第二クラブ奉仕
１．会報・全会員一回以上会報に写真又は記事掲載・90％
目的達成。

２．親睦・今期は意識して家族親睦企画、新入会員のご夫
人参加多数。

３．ＩＴ情報・クラブＨＰの見直し強化、写真を多く文字
を少なく。下館ＲＣ一年間のクラブ記録をＣＤにて全会
員に配布予定。

４．DICO ＆CICO・昨年9月より本格的インターネット化。
５．スマイルＢＯＸが近年最高額になる予定、会員協力に感謝。
職業奉仕
１．胸のつかえ、心の傷などを持った人達へ救いの手は永遠。
２．職場訪問を含め新プログラムに挑戦をしてみたかった。
社会奉仕
１．旭ヶ丘遊水池に1000本さくら植樹、20～30年後を楽しみ
に待ちましょう。（一般市民・各中学生・BS・GS・ローター
アクター・行政関係者・下館ＲＣの皆さんお手伝いに感謝）
地区同額補助金・下館ＲＣ創立以来始めて利用。（2000＄）

２．過去の下館ＲＣ社会奉仕の実績について確認報告済。
管理については具体的な行動に移せず残念。

新世代奉仕
１．今年度から初めて新世代奉仕が理事。新プログラム開拓。
２．新規奉仕として米山奨学生の協力を得てハローワールド開催。
３．外国人に日本語を教えている国際交流友の会へ協力。
４．下館青少年サッカー大会、1000名を越える青少年参加へ協力。

前例会報告 第2177回 2004/6/23（水）

05－06年度・国際親善奨学生決まる。
いよいよ、次年度地区委員会が活動を始めました。地区

Ｒ財団委員会では6月中旬に国際親善奨学生の、第2次試験
を行い私も審査員として立ち合いました。清水清Ｇ・萩原
亢雄ＧＮ・北村仁ＰＧ（財団統括委員長）・清水貞一財団副
統括委員長・柴山財団奨学金委員長が参加し、厳粛な中で
最終面接が行われたのです。05-06年度の国際親善奨学生4
名を選びましたがとても責任を感じる時間でした。（04-05
年度・国際親善奨学生は5名です）1名・25000ドルの奨学金
が使われますが、全員が将来とても楽しみな素晴らしい奨学
生です、第二～第三の緒方貞子さんを期待いたしましょう。

次年度GSE受入・派遣がイタリア（D.2120）に決まりました。
次年度は、珍しく受入と派遣が同年度に行われます。日本側

の受入は奇数分区の予定ですが派遣はどの分区でも結構です。
受入予定……2005.3.21～4.17 派遣予定……2005.5.1～5.28
今年9月までの申込み予定ですので、地区からの案内が来てい
ると思いますので担当委員会は早めに手配をお願い致します。

第6分区・最終会長幹事会開催
6月18日、清水ガバナーを迎えて03～04年度・最後の第6

分区会長幹事会が開催されました。清水ガバナーの挨拶の
中で、下館ＲＣのツインクラブ締結について過分なるお褒
めの言葉とお礼を言われました。下館ＲＣのカスタマンダ
ップＲＣとの締結に続いて、土浦紫峰ＲＣと友部ＲＣがフ
ィリピンとのツインクラブ締結をしたそうです。又、クラ
ブ認証ポイントを有効利用し、関城ＲＣと日立ＲＣが今年
度100％ポールハリスを達成しました。これで2820地区で
は100％ポールハリス・クラブは、鹿島臨海ＲＣ・波崎Ｒ
Ｃと合わせ4クラブになりました。尚、軽部ガバナー補佐
からは一年間の分区活動報告と決算報告があり会長幹事会
にて承認されました。後程小林幹事から詳細な報告はされ
ると思いますが、分区会計の余剰金を各クラブのスマイル
ＢＯＸに入れて下さいと還付されました。

１．国際ロータリー第2820地区ガバナー清水清様、国際奉
仕総括委員長山崎清司様より今回の地区大会に友好、親
善青少年交流を目的に参加したバンコック青少年友好使
節団に対する援助、支援の礼状を受理

２．（財）米山記念奨学会より2004.5.31現在の寄付金納入明
細総合表を受理

３．第６分区ガバナー補佐軽部正紀様より2003～04年度ガ
バナー補佐活動報告及びその会計報告書を受理

４．下館保健所より平成16年度「ダメ。ゼッタイ。」普及
運動626ヤング街頭キャンペーンの協力依頼状を受理
【日時】平成16年６月26日（土）午後１時～３時
【集合場所】下岡崎近隣公園
【その他】実施場所、実施機関名、実施方法などについ　

ては社会奉仕委員会に問い合わせ下さい。

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

日向野　陽 会長一年を省みて



５．ロータアクト会員増強協力・増強7名。
６．ＲＩ・地区とも全プログラムの75％が青少年奉仕関係
で占められている。今後一層新世代奉仕が強化される。

国際奉仕
１．下館ＲＣ創立以来悲願のツインクラブ締結、ネパール
王国・カスタマンダップＲＣ。

２．2820地区からのマッチンググランドを利用しＷＣＳを
行う。クラブより35000円寄付、同額補助金制度により
総額1200＄を小学校へ教材寄付。日立化成・部課長親睦
「愛の基金」ポリオ・プラス指定寄付。
３．ツインクラブ締結後、毎月一回程度のメール交換によ
りお互いのクラブ活動確認と紹介。すでに下館ＲＣ次年
度会長・国際奉仕委員長は連絡済。６月23日、新井和雄
会員は「ネパールと友好を深めた日本の友人達」という
事でネパール王国駐日特命全権大使の公邸へ招かれ表彰
を受ける予定。（ガジェンドラ氏との長い付き合いもあり）
４．ロータリー財団・インターネットによる個人の寄付記
録確認可。認証ポイントを利用し会員家族Ｐ・ハリス22
名達成。しかし、財団寄付額が目標に達成できず残念。
今年度一人年間平均寄付目標　　120＄
次年度一人年間平均寄付目標　　130＄

ＳＡＡ
１．年間例会数は昨年と同じようですが、一例会の出席者
数が多くなった為予算的に最後までハラハラしながら調
整していただき有難うございました。

会計
１．会費を一人13000値下げし、事務員さんの経費増額を
考えますと、津田会計さんのやり繰りは大変だったと思
います、お陰様で一般会計・スマイル会計とも赤字にな
らずに運営できた様子です、内心ホットしています。

尚、５月末に行われました大阪国際大会には22名の会員皆様
のご参加を頂き、すばらしい体験をさせて頂きましたし、６
月には石原敬士元ＲＩ理事の卓話を聞くことが出来ました。
この一年間、会員の皆様に支えられ、そして励まされ何と
か軟着陸できそうです、全ての委員会の素晴らしい活動に
感謝を申し上げ報告と反省を終わります。

振り返れば本当にあっという
間に過ぎてしまいました。「ロー
タリー最優先で頼むよ」と会長
から言われはしましたが、仕事
あってのロータリーですから、
それは……という不安を抱きな

がらのスタートでした。会長には或るときは会長として、
先輩ロータリアンとして、また或るときは友人として、兄
貴分として適切なる指導、アドバイスを頂きました。お叱
りも受けました。しかし常に寛容の精神で支えてくれまし
た。本当に有難かったと思っております。副幹事には例会
中席が離れているということだけではないでしょうけど、
副幹事としての仕事・勉強などの機会をやれず、ただ雑用
だけで申し分けなく思っております。もっと意思の疎通を
はかっていればと反省もしております。役員・理事の皆様、
各委員長さんをはじめ会員の皆様、事務員さん、例会場の
スタッフの皆様方の御支援・御協力により歴史と伝統のあ
る下館ロータリークラブの幹事を務めあげることが出来ま
した。心より感謝申し上げます。
会長の方針である「新しいプログラムへの挑戦をしよう」。

「思いを尽くし、楽しい例会は自分で作ろう」を基にクラブ
細則の一部を変更して新しい委員会を作り、激動する社会の
変化に応じた奉仕活動が出来るように、また委員会活動の活
性化を図るべく改革を行ってきました。その結果各委員会
とも新しいプログラムを企画・立案して挑戦してくれました。
私は幹事として各委員長さんのやる気を起こさせるよう

に、また委員会活動がやりやすいように、常に控えめをモ
ットーに船のスクリュウのように水面下で動くように努め
てまいりました。

委員会活動においては下館ロータリークラブ史の中で始
めて地区の補助金を利用しての社会奉仕プロジェクトとＷ
ＣＳ支援と寄付金によるポリオプラスが出来たこと、ネパ
ール・カスタマンダップＲＣとツインクラブの締結を実現
し、44年の歴史の中で始めて国際奉仕の花を咲かせること
が出来ました事が特記すべきことではないでしょうか。そ
の他の委員会も会長の方針にのっとり活発に活動してくれ
ました。その中での反省点はこれからのロータリー活動に
生かして行きたいと思っております。
今年度は国際大会が関西地区で開催され、当クラブより

23名登録しいろいろな催し物に参加して大変貴重な体験を
しました。このように一年間を通じて幹事として各種会
合・事業などに出席して得た知識・財産はこれからのロー
タリー人生に生かして行きたいと考えております。本当に
いろいろと御支援御協力有難う御座いました。

下館RAC7月第一例会のお知らせ
７月８日（木）19：30より　ダイヤモンドホール
内容：手作りうちわ製作　登録料：¥2,000
登録用紙にて申し込みください。

RI2820第6分区ガバナー補佐
軽部正紀さん⇒ガバナー補佐活動費残金として。（6/18の　　

第５回会長・幹事会で預かってきました。）
大圃　弘さん⇒所用で早退します。

本日の合計　11,200円　　累計　2,326,200円

メイクアップ

６／７　佐久コスモスRC 司代隆之さん
６／８　更埴RC 司代隆之さん
６／９　志賀高原RC 司代隆之さん
６／19 下館RAC最終例会　日向野陽さん、浜野紘嗣さん、

諏訪哲也さん、佐藤仁一さん、鈴木光則さん、
丸山靖則さん、司代隆之さん

渡辺　　進 委員長出席状況報告
会員数 出 席 欠席

69

例会日

6/23 54 11

病 欠 免 除

0 4

加藤　昌美 委員長Smile Box

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

小林　一彦 幹事一年を振り返って

委員会報告
丸山靖則次年度委員長ローターアクト委員会

R I 第2820地区第６分区 ガバナー補佐活動に関する会計報告書
（平成15年７月１日～平成16年６月30日）

Ⅰ収入の部
各クラブ負担金収入
地区補助金収入
会長・幹事会登録料収入
IT研修会登録料収入
RF分区大会残金繰入
預金受取利息

計

Ⅱ支出の部
会議費
IT研修費
通信交通費
慶弔費
事務用品費

計

Ⅲ差引残高

以上、ご報告致します。
平成16年６月

RI第2820地区第６分区
ガバナー補佐　軽部　正紀　
会　　　計　　古橋　伸夫

255,000
120,000
310,000
60,000
4,786
5

749,791

381,825
60,725
188,079
63,000
17,912
711,541

38,250

各クラブのスマイルBOXへ

会員一人当たり150円

下館RC
結城RC
下妻RC
しもだて紫水RC
関城RC
真壁RC

10,200
7,500
6,150
7,050
3,450
3,900

38,250

68人
50人
41人
47人
23人
26人

合計　255人

単位：円


