
卓話 第5分区ガバナー補佐 真壁RC ⾦⼦元則様

本⽇は、⾦⼦元則ガバナー補佐・⾼坂ガバナー
補佐セクレタリーにおかれましてはお忙しい処来
訪頂きまして有難うございます。今年度⼀年間ご
指導下さいます様お願い申し上げます。先⽇の
7/6（⽇）朝9時からの⺟⼦島遊⽔地の桜植樹周囲
の除草剪定作業では、予定の除草剪定作業を終え
る事が出来ました。皆様の御協⼒、社会奉仕委員
会、環境保全委員会の皆様に感謝申し上げます。
来年度は、下館RC創⽴50周年にあたり実⾏委員
会が結成されました。瀧⽥昌甫実⾏委員⻑はじめ
実⾏委員会の皆様宜しくお願い致します。

第5分区ガバナー補佐
真壁RC ⾦⼦元則様

第5分区ガバナー補佐セクレタリー
真壁RC ⾼坂正義様

会⻑挨拶 荒川洋⼀ 会⻑

ようこそお客さま

Rotary International District 2820

SHIMODATE ROTARY CLUB WEEKLY REPORT 2008〜2009

ＲＩ会長 李 東建 ＲＩテーマ 夢をかたちに／Make Dreams Real

No.2102 発⾏⽇：2008年7⽉16⽇(⽔) 前例会報告 第2372回 2008年7⽉9⽇(⽔)
本⽇のプログラム
●クラブ協議会

次週のプログラム
●クラブ協議会

1. 財団から、半期報告書が届いております。
2. ⽶⼭記念奨学会から、2008年度上期普通寄付

⾦のお願いが届いております。
3. RI⽇本事務局から、⼿続要覧2007の中に、⼀

部乱丁の不良品が紛れ込んだ可能性がありま
すので、不良品がありましたら、お取り換え
いたしますので、ご連絡ください。

4. 社団法⼈、⻘少年育成茨城県⺠会議より「あ
いさつ・声かけ運動」の標語の応募依頼がき
ております。標語に少しでも興味のある⽅が
おりましたら、私までお知らせください。

5. 茨城新聞社から、筑⻄2008「下館祇園まつ
り」特集の広告掲載の依頼がきております。

幹事報告 中⾥泰久 幹事

6. （株）C8CCから、講演会・イベントの案内が
きております。50周年記念実⾏委員会へ渡し
ておきます。

7. ⽉信⽤のファイルが届いておりますので、お
帰りの時お持ちください。

8. しもだて紫⽔ ロータリークラブより、クラ
ブ現況報告書が届いております。

9. 真壁ロータリークラブより例会場変更の案内
が届いております。7/8（⽊）午後7:00松乃
鮨に変更。

10.岩瀬ロータリークラブより会報が届いており
ます。

して責務を務めさせていただき、皆様と共に廣瀬
ガバナー年度を実りあるロータリー年度にしたい
と願っております。

ロータリアンの皆様に廣瀬ガバナーからのメッ
セージがございます。「廣瀬年度を、皆様ひとり
ひとりが御健康で、ロータリー活動を充分に⼼か
ら楽しんでいただき、クラブがより効果のあるク
ラブに発展するよう願っております。」とのこと
でございます。

さて、2008-2009年度国際ロータリー李東建会
⻑は、RIテーマ「Make Dream Real・夢をかた
ちに」を提⽰され、世界中のロータリアンの皆様
に地域社会の最も⼤切な資源である「⼦供たち」
に光を当てていただき、今後1年間の私の希望は
、⼦供の死亡率の低下をクラブと地区の奉仕プロ
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私は、2008-2009廣
瀬昭雄ガバナー年度第
5分区ガバナー補佐と
して奉仕活動を致しま
す、真壁RC⾦⼦元則で
す。皆様の御指導、御
協⼒、御⽀援を賜りま



ジェクトの主要⽬標にしていただくことです。と
話されております。その『夢をかたちに！』の意
味するところは世界の⼦供たちのすさまじい死亡
率を低下させることによって、⼦供達の夢を叶え
ようとするものです。即ち、このことの実現によ
って⼦供達に⽣きる希望とチャンスを与えること
が出来るということです。そしてこれらの実践の
⽅法として、ロータリーは過去継続的に取り組ん
できた奉仕の強調事項である
① ⽔問題 安全な飲料⽔の提供（⽔の汚染防⽌）
② 保健と飢餓 保健医療施設の整備、衛⽣設備の

改善、⼦供の飢餓問題への取り組み
③ 識字率の向上 特に⺟親への教育

地区運営⽅針および⽬標
1. ロータリーの⼼と原点を⼤切にしよう
2. 魅⼒あるクラブ創りに邁進しよう
3. 魅⼒あるロータリアンになろう
4. クラブリーダーシッププランの推進を
5. 1880地区（ドイツ）との研究グループ（GSE

）を成功させよう
6. RI会⻑賞に挑戦しよう
7. ポリオ撲滅の約束を守ろう
8. ロータリー公共イメージを⾼めよう
9. 世界社会奉仕（WCS）プロジェクトの継続と推

進をしよう
10.IMを継続し、ロータリー研究とクラブ間の親

睦の輪を広げよう
11.新クラブ拡⼤を達成しよう
12.バーミンガム世界⼤会に参加しよう（2009年

6⽉21-24⽇）

数値⽬標
1. 会員増強 各クラブ純増1名以上を
2. 財団を⽀援「毎年あなたも100ドルを」年次寄

付130ドル以上を新ベネファクター（恒久基⾦
）継続を

3. ロータリー⽶⼭記念奨学会へ 1⼈20,000円
以上を

4. ポリオ撲滅 限定寄付1⼈30ドル×3年間を

以上が廣瀬昭雄ガバナーの地区運営⽅針及び活
動⽬標、数値⽬標であります。皆様の御理解と御
協⼒をお願い申し上げます。 数値⽬標について
は4⽉11、12⽇の地区⼤会において各クラブの結
果報告がありますので、前半期12⽉迄に結果を送
⾦が終了出来ますように⼼からお願い申し上げま
す。昨今の経済環境、クラブ環境が難しい時期で
はあると思いますが、数値⽬標はいくら能書きを
並べてみても結果を出して何ぼの世界？と⾒る向

記念式典実⾏委員⻑として、中島ガバナーのテー
マである「おもいやり」の気持ちで、お客様をお
もてなししたいと考えています。⼜、記念事業と
しては宅間ガバナーのテーマである「地球上に緑
を増やそう」の考えを参考に、⽔で困っている国
に⽔道を掘るということも考えています。これは
私の案ですので、実⾏委員会で検討したいです。
みなさんの御協⼒宜しくお願い致します。

きもございますので、皆様の御理解を賜りよろし
く御協⼒、御⽀援のほど⼼よりお願い申し上げま
す。

私ごとになりますが、ここ6年間地区新世代奉
仕委員会で活動してまいりました。当分区には真
壁RAC、下館RACがあり、地区内では両クラブと
もリーダー的なローターアクト奉仕活動を活発に
⾏っております。

廣瀬ガバナーは地区の未来を担う新世代奉仕活
動は⾮常に重要であると認識をされており、地区
の重点活動⽬標とされております。

私もガバナー補佐として出来る限りの応援をす
るつもりです。皆様にも御⽀援を頂きたくお願い
申し上げます。

⼀⼈でも多くの皆様が若い⼈達との交流により
、若い⼈達に皆様の英知を、若い⼈達から刺激と
元気をそして⾏動⼒を。共に元気でプライドのあ
る魅⼒あるロータリアンを⽬指して、ロータリー
ライフを楽しむことが「夢をかたちに」する原動
⼒となると私は確信しております。

皆様1年間よろしくお願い申し上げます。御静
聴ありがとうございました。

創⽴50周年実⾏委員⻑ 瀧⽥昌甫 実⾏委員⻑

社会奉仕委員会
7⽉5⽇・6⽇にわたり⺟⼦島遊⽔地で桜植樹周囲
の除草剪定作業を15名で実施致しました。

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

⾦⼦ 元則 ガバナー補佐として1年間よろしく
お願い致します。

ﾊﾝ ｼｮｳﾌｳ 私は⽶⼭奨学⽣のﾊﾝ ｼｮｳﾌｳです。下
館ロータリークラブの皆様には⼤変
お世話になります。筑波⼤学で経済
を勉強してます。これから、よろし
くお願い致します。

荒川 洋⼀ ⾦⼦元則ガバナー補佐、⾼坂正義
ガバナー補佐セクレタリーの御来訪
を記念して。先⽇の⺟⼦島遊⽔地で
の奉仕作業ご苦労様でした。



中⾥ 泰久 ⾦⼦ガバナー補佐、⾼坂セクレタ
リー、ようこそ。

⼩倉 利⼀ ⽶⼭奨学⽣・ﾊﾝ ｼｮｳﾌｳさんの来訪
を歓迎して。

星野 英夫 ⾦⼦ガバナー補佐、⾼坂セクレタ
リー 1年間ご苦労さまです。

堀江 清彦 ⾦⼦ガバナー補佐、御苦労様です
。1年間頑張って下さい。

⽇向野 陽 ⾦⼦ガバナー補佐、よろしくお願
い致します。

浜野 紘嗣 ⾦⼦補佐、⾼坂セクレタリー、よ
うこそ。今年はネクタイもお似合
いですね。荒川会⻑、中⾥幹事、
中⻄副幹事、1年間ご苦労さまで
す。頑張ってください。

⼤林 稔 ⾦⼦第5分区ガバナー補佐御⼀⾏
を歓迎して。

新井 雅勝 ⾦⼦補佐、⾼坂セクレタリーの来
訪を歓迎して。

永盛 宣也 分区代表の⾦⼦さん、⾼坂さん、
⼜⽶⼭奨学⽣のﾊﾝ ｼｮｳﾌｳつくば⼤
⽣を歓迎して。

⼩林 ⼀彦 ⾦⼦ガバナー補佐殿、⾼坂セクレ
タリー殿、ようこそ。御苦労様で
す。気合いを⼊れ直して1年間頑
張って下さい。

早川 誠⼆ 奨学⽣のハンさん、ようこそいら
っしゃいました。

永盛 武 ⾦⼦ガバナー補佐の来訪を記念し
て。奥⻭の下部⼯事中、唇の⼀部
がしびれています。初司会を⽇向
野さんに代⾏してもらいます。

中丸 健 ﾊﾝ ｼｮｳﾌｳさんの来訪を歓迎して。
鈴⽊ 光則 ⾦⼦ガバナー補佐のご活躍を期待

しています。
⽻⽥・⼩島 ようこそ、ﾊﾝ ｼｮｳﾌｳさん。楽しん

で下さい。
関⾕ 徹 ⾦⼦ガバナー補佐、ようこそ。
諏訪 哲也 ガバナーアシスタントの⾦⼦様、

ようこそいらっしゃいました。⼤
変お世話になります。

司代 隆之 ⾦⼦ガバナー補佐の来訪を歓迎し
て

宮川 早智⼦ 本年度もお世話になります。皆様
どうぞよろしくお願いします。

細⾕ 貢 ⾦⼦ガバナー補佐、ようこそおい
で下さいました。ご活躍を期待し
ております。

例会⽇ 会員数 出席 ⽋席 病⽋ 免除
7/9 58 45 9 0 7

出席報告 諏訪哲也 委員⻑

メークアップ
・6/26 下館RAC最終例会 （アルテリオ）

百⽬⻤博⾏・鈴⽊光則・新井利平・⼤林稔・
荒川洋⼀・新井雅勝・諏訪哲也・細⾕貢・
鴨志⽥寿夫・司代隆之・⽻⽥節⼦・⼩島ゆり・
川連秀典・郡定兵衛・溝⼝明洋

・7/5 ⺟⼦島遊⽔地 （除草剪定作業）
⽇向野陽

・7/6 ⺟⼦島遊⽔地 （除草剪定作業）
荒川洋⼀・中⾥泰久・新井雅勝・⼤林稔・
加藤昌美・⼤関幸政・永盛武・新井利平・
⼩島ゆり・瀧⽥昌甫・⼩薬拓⺒・飯島康夫・
正根寺幸雄・渡辺進

・7/8 しもだて紫⽔RC例会 （つたや）
井狩浩⼀・永盛宣也・鈴⽊光則

アクトコーナー
7⽉第2例会のご案内を致します。
7/24（⽊） 19：30〜 ゲスト卓話

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

夫⼈誕⽣ 鴨志⽥ 寿夫 丸⼭ 靖則
中⾥ 泰久 諏訪 哲也
⽩井 信⾏ 正根寺 幸雄
岩崎 晴男 柳沢 和⺒

結婚記念 丸⼭ 靖則 諏訪 哲也
会員誕⽣ 新井 雅勝 奥沢 裕⼆

司代 隆之

本⽇の合計 ￥111,000 累計 ￥182,000
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