
理事会報告 中⾥泰久 幹事

今年度のRIテーマは、恵まれない「⼦供たち」
に光をあてて、⼦供たちに健康と幸せな平和な世
界を築くというロータリーの夢を叶えたいと、「
夢をかたちに」を提唱されました。今年度は、中
⾥幹事はじめ素晴らしいスタッフに恵まれました
ので、RIテーマの下で各委員会の計画された事業
⼀つひとつ「かたち」にし、⼀年間充実したクラ
ブ運営を⾏って参りたいと思いますので、会員の
皆様にはご指導ご協⼒下さいます様お願い致しま
す。私も未熟ながら会⻑の席を全うしたいと思い
ますので宜しくお願い致します。

なお、押⽥繁会員が常陽銀⾏営業統括部執⾏役
員部⻑として、ご栄転との事です。今後のご活躍
をお祈り致します。

ローターアクトのメンバー
新井利佳⼦・⼊江裕之・関⾕智充・横島久仁⼦・

⽥中孝幸・中尾⾠則

会⻑挨拶 荒川洋⼀ 会⻑
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本⽇のプログラム
●ガバナー補佐卓話

次週のプログラム
●クラブ協議会

1. 結城ロータリークラブ会報
受理

2. 常陽銀⾏の押⽥会員が本店
へ栄転

3. ⽶⼭奨学⽣は毎⽉第2例会
に出席

4. 社会奉仕会 ⺟⼦島遊⽔地
の除草作業
7⽉6⽇（⽇）午前9時
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• 準備理事会での承認事項
1. 役員・理事・委員会編成の承認
2. ⽶⼭奨学⽣（ﾊﾝ・ｼｮｳﾌｳ 24才 筑波⼤

中国）の受⼊承認
3. ポリオ撲滅の限定寄付（3年間30ドル）の

承認
4. クラブ内の連絡⽅法はFAXを利⽤すること

の承認
5. 会報作成をRACに委託することの承認
6. CICO委員に渡辺進会員の承認
7. 親睦会費・財団・⽶⼭の会費と合わせて徴

収することでの承認
8. 08〜09の予算案の承認
9. 関正夫名誉会員の承認
10.ホームページに会員名簿は載せない事、組

織図のみの掲載で承認

新年度初例会にあたり⼀⾔ご
挨拶申し上げます。今年度会⻑
を務めさせて頂きます荒川洋⼀
です。⼀年間宜しくお願い致し
ます。前年度は念願のRI会⻑賞
も頂き、充実した年度だったと
思います。新井会⻑、関⾕幹事
はじめ役員理事の皆様には⼀年
間ご苦労さまでした。

5. 地区奉仕研究会の開催通知が届いております
職業奉仕研究会 7⽉12⽇（⼟）
新世代奉仕研究会 7⽉19⽇（⼟）
ロータリー財団 7⽉20⽇（⽇）
クラブ奉仕研究会 7⽉21⽇（⽉）
国際奉仕研究会 7⽉27⽇（⽇）



11.会報のホームページ掲載は前⽇までに
12.7・8⽉のプログラムの承認
13.事務員は今年も宮川さんに依頼する
14.定款の変更について
15.出席率の計算⽅法変更の承認
16.出席義務規定免除者6名の承認（⽥中・根本

・増渕・⼩倉・堀江・岩崎会員）

今年度、下館ロータリーは創⽴
50周年を迎えます。私、今年74
歳になりますが快く実⾏委員⻑を
引き受けました。来週は、実⾏委
員⻑としての挨拶をさせていただ
きます。

創⽴50周年実⾏委員⻑ 瀧⽥昌甫 実⾏委員⻑

挨拶 押⽥繁 会員
この度、異動により本店営

業統括部に転勤することにな
りました。⼆年間に亘り下館
ロータリーの皆様には⼤変お
世話になり、ありがとうござ
いました。歴史と伝統ある下
館ロータリークラブに⼊会し、
親しく会員の皆様と交流でき
ましたことに対し、深く感謝
申し上げます。会員の皆様の

SMILE BOX 細⾕貢 委員⻑

会⻑/荒川洋⼀ 会⻑エレクト/奥沢裕⼆ 幹事/中⾥泰久

荒川 洋⼀ ⼀年間よろしくお願い致します。
中⾥ 泰久 新井会⻑、関⾕幹事、新井副幹事

ご苦労さまでした。⼜⼀年間よろ
しくお願いします。

奥沢 裕⼆ 荒川会⻑始め今年度理事役員並び
に各委員会のお世話になります。
宜しくお願い致します。

郡 定兵衛 荒川丸船出をお祝いして。
⼩倉 利⼀ 荒川年度の船出を祝して。
瀧⽥ 昌甫 〝荒川会⻑〟エレクトに指名され

て今⽇まで早かったでしょう。⼀
年間楽しく頑張って下さい。

⽥中 忍 会⻑幹事さん〝焦らず無理せず⼼
を込めて〝よろしくお願いいたし
ます。

堀江 清彦 荒川丸の出航を祝い、理事役員ス
タッフの皆様の健闘を祈ります。

⼤林 稔 荒川・中⾥丸の船出を祝して。
新井 雅勝 荒川・中⾥年度のスタートを記念

して。
⼤関 幸政 荒川会⻑・中⾥幹事年度を記念し

て。
⼩嶋 勝五郎 荒川年度の⾨出を祝して。
古⽥ 貢⼀ 荒川会⻑・中⾥幹事・中⻄副幹事

⼀年間宜しくお願いいたします。
諏訪 哲也 ″夢をかたちに″荒川会⻑・中⾥幹

事・中⻄副幹事⼀年間よろしくお
願いします。今年度の世界⼤会は
ソウルです。現地集合でお願いし
ます。

司代 隆之 荒川会⻑・中⾥幹事・役員理事の
皆様よろしくお願い致します。

横⼭ 政⼈ 荒川会⻑・中⾥幹事よろしくお願
いします。

百⽬⻤ 博⾏ 荒川会⻑・中⾥幹事⼀年間よろし
く御指導下さい。

飯島 康夫 荒川会⻑・中⾥幹事・中⻄副幹事
⼀年間宜しく。

永盛宣也
⽇向野陽
⽩井信⾏
三代 徳夫 荒川会⻑・中⾥幹事他役員の皆様

よろしくお願い致します。
押⽥ 繁 この度、転勤することとなりまし

た。⻑い間お世話になりありがと
うございました。

新井 利平 荒川会⻑・中⾥幹事の船出を祝し
て。

中丸 健 荒川会⻑・中⾥幹事さん⼀年間宜
しくお願い致します。

川連 秀典 荒川会⻑・中⾥幹事⼀年間よろし
くお願いします。ローターアクト
へのご⽀援も宜しくお願いします。

• 第1回定例理事会決定事項
1. 出席義務規定免除者1名追加（⾼橋会員）の

承認
2. 定例座席表の承認
3. 新⼊会員3名の委員会配属の承認

⽯島会員 親睦活動委員会
⼩島会員 クラブ会報委員会
三代会員 会場監督

4. 50周年実⾏委員会の承認
実⾏委員⻑ 瀧⽥昌甫
副実⾏委員⻑ ⽇向野陽・浜野紘嗣
実⾏委員 井狩・奥沢・新井(和)・鈴⽊
会計 堀江清彦

ご健勝と下館ロータリークラブの益々のご発展を
お祈りします。

今年度⼀年間よろしくお願い致し
ます。プログラム委員会⼀同。



新井 和雄 荒川会⻑・中⾥幹事・中⻄副幹事
の船出を祝して。

関⾕ 徹 荒川会⻑・中⾥幹事のスタートを
祝して。押⽥⽀店⻑ご栄転おめで
とうございます。

⼩林 ⼀彦 荒川・中⾥年度のスタートを祝し
て。

鈴⽊ 光則 荒川会⻑・中⾥幹事・中⾥副幹事
のご活躍を期待しています。

早瀬 浩⼀ 荒川会⻑・中⾥幹事・中⻄副幹事
今年⼀年よろしくお願いします。

加藤 昌美 荒川会⻑・中⾥幹事年度の⾨出を
祝して。

丸⼭ 靖則 荒川年度の⾨出を祝して。
⽻⽥ 節⼦ 新役員さんどうぞよろしくお願い

します。
溝⼝ 明洋 荒川会⻑・中⾥幹事・中⻄副幹事

今年も⼀年間御指導よろしくお願
いします。

鴨志⽥ 寿夫 荒川年度の⾨出を祝して。
星野英夫
早川誠⼆
細⾕貢

本⽇の合計 ¥71,000 累計 ¥71,000

例会⽇ 会員数 出席 ⽋席 病⽋ 免除
7/2 57 50 0 0 7

出席報告 諏訪哲也 委員⻑

アクトコーナー
今年度のクラブターゲットは、「For the smile

〜笑顔の為に〜」です。アクトらしく、笑顔を忘
れずに⼀年間活動していきますので、今年度も宜
しくお願いいたします。

⽋席の場合は、ダイヤモンドホールへ午前
10時迄に必ず電話下さい(TEL 28-8511) 。

会報委員⻑/司代隆之 副委員⻑/鴨志⽥寿夫 委員/増渕⽂夫、⼩島ゆり

今年度⼀年宜しくお願い致します。
スマイルボックス委員会
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