
先週の例会にお⾒えになりました萩原パストガバ
ナーのお話では⽇本のロータリー会員は8年前の
12万3千⼈から9万8千⼈と2割も減少してしまい
10万⼈を割ってしまったとの事です。あまりの減
りように驚いてしまいました。
原因は現在の経済の低迷等、様々な理由があると
は思いますが、先⽇⾏なわれた地区のクラブ奉仕
研究会では今が世代交代の時期であるのも⼀因で
はないか、と云っておりました。より深く原因を
究明し会員増強につなげたいと思います。
反⾯、⽔⼾地区では⼥性会員だけのロータリーク
ラブが誕⽣しそうだということです。どういう特
徴をもったロータリークラブになるか楽しみにし
ているところです。先⽇調べた所、⽇本で⼥性会
員だけのロータリークラブは福島県第2530地区の
いわき・桜ロータリークラブ⼀つだけということ
でした。先⽇の⽇曜⽇6時から社会奉仕、環境保
全委員会の皆さんで旭ヶ丘の桜の消毒作業を⾏い
ました。これで安⼼して夏を越せると桜も喜んで
いると思います。委員会の皆さん、ご苦労様でし
た。

会⻑挨拶 荒川洋⼀ 会⻑
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本⽇のプログラム
●ＲＡＣ合同納涼例会 (18:30〜)

次週のプログラム
●ガバナー補佐公式訪問 クラブ協議会

幹事報告 中⾥泰久 幹事

会員選考委員会 星野英夫 委員⻑
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〈活動⽅針〉
1. 新⼊会員(⼊会候補者を含む)等にロータリーク

ラブ会員の特典と責務に関する情報を伝達し、
とくに、新⼊会員の定着と退会防⽌を図る。

2. クラブの拡⼤と発展のために会員にロータ
リーについての正しい情報源である、クラブ
より配布された“2007年⼿続要覧”(会員全員に
配布済み)の活⽤をする。

〈活動計画〉
1. 改変された“2007年⼿続要覧”の習得のための

研修をする。
2. D2820地区ホームページやRIの情報活⽤を勧

める。
3. 1⽉のロータリー理解⽉間には、外部卓話者を

お願いする。
4. 今年度承認されたクラブ細則の変更をきちん

と定着させる。

1. ロータリーセンターよりロータリーワールドを
受理

2. 真壁ロータリークラブより会報受理
3. ⽇本花の会結城農場より桜の育成調査票受理。

環境保全委員会にお願いしました。

会員増強委員会 溝⼝明洋 委員⻑
☆ 会員増強と退会防⽌をクラブの最重要かつ⾄急

の課題と認識して、具体策を検討し実⾏する。
☆ 新⼊会者には40代以下の若年層と⼥性をターゲ

ットにする。

〈活動⽅針〉
推薦された候補者の⼈格、職業上および社会的な
地位並びに⼀般的な適格性を調査する。
〈活動計画〉
ロータリー会員は個⼈会員でありますから個⼈的
な⾯を調べなくてはなりません。候補者の信⽤な
れば個⼈的な⾯はわかると思います。きちんと出
席出来るかはいくら⼈間的に⽴派であっても多忙
で時間の取れない⽅は出席できません。ロータリ
ーでは出席なくして奉仕なし、といわれての通り
ロータリアンとしては出席が⼀番重要です。
調査結果を理事会に報告する。

情報委員会 ⼤林稔 委員⻑

☆若⼈世代が出席しやすい例会にしていただく為
に協⼒提案する。



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

中⾥ 泰久 20⽇ 環境社会・浜野さん根岸さ
んお疲れ様でした。21⽇ 親睦委員
会の皆さんお世話になりました。

関⾕ 徹 今⽉もニューモラルを配布させてい
ただきます。

早川 誠⼆ 8⽉3⽇に川島の花⽕⼤会がありま
すのでぜひご覧下さい。

溝⼝ 明洋 このたび、TXの万博記念公園前に
弊社のつくば⽀店をオープンさせて
いただきました。たちかわさんのお
いしいお菓⼦とお茶と20代の独⾝⼥
性2名を⽤意してお待ちしておりま
す。お近くにお越しの際はぜひお⽴
ち寄りください。

永盛 友治 第165回親睦ゴルフコンペで悲願の
初優勝いたしました。同伴者の細⾕
さん、根岸さん、⽯島さん、応援あ
りがとうございました。

細⾕ 貢 永盛友治さん優勝おめでとうござい
ます。同伴させて頂いて、つられて
思わぬスコアが出てしまい、5位に
⼊賞してしまいました。

本⽇の合計 ￥11,000円 累計 ￥207,000円

出席報告 諏訪哲也 委員⻑

例会⽇ 会員数 出席 ⽋席 病⽋ 免除
7/23 57 49 8 0 7

メークアップ

パストガバナーの話の中で・・・
萩原パストガバナーの話の中で、⽇本のRCメン

バー（各地域ゾーン）に於いて著しく減少してい
ると指摘されていました。当下館クラブとしても
深く考えさせられるお話でした。しかし、⽔⼾地
区では7年ぶりにクラブの誕⽣！しかも⼥性を中
⼼とした新しいクラブが出来るということです。
⼼から新クラブの誕⽣を喜びたいと思います。
例会⽇ ⼟曜⽇ PM3：00

9⽉ 仮クラブ
11⽉ チャータナイト

スポンサークラブ ⽔⼾東RC

クラブ管理運営委員会 ⼤林稔 委員⻑

〈活動⽅針〉
クラブ管理運営所属委員会・7委員会(出席・会報
･親睦・雑誌等・プログラム・広報等・スマイル)
が計画に沿った運営が出来るように助⾔をしなが
ら問題点や⾏事を理事会に報告・提案するなどパ
イプ役となる。そして、これからの奉仕活動とそ
の組織･CLPとの関連性をマッチさせたクラブ活
動に対して情報等を常時周知する。
〈活動計画〉
1. 会員の出席率の向上を図る意味から⽋席がち

の会員に声かけをする。とくに、連続3回⽋
席し、4回⽬の⽋席時には、会員⾝分が終結
する場合があること等の連絡をするように委
員会を注視する。

2. これからの奉仕活動とその組織とCLPとの関
連性をマッチさせたクラブ活動に対して情報
等を会員に周知する。

3. 親睦活動のよりよい活発化を図っていく。

出席委員会 諏訪哲也 委員⻑

〈活動⽅針〉
例会の出席はクラブ会員である条件の⼀つです。
例会への出席率の向上を推進する。
ロータリアンの基本は、まず例会に出席すること
です。最近の出席状況は、出席する⼈、しない⼈
とはっきり分かれているようです。責任ある⽴場
でお忙しいとは思いますが、時間に都合をつけて
お気軽に出席していただきたいものです。
〈活動計画〉
• 例会出席率の向上に努める。
• メイクアップを奨励する。
• 出席優秀な会員を表彰する。
近隣および都内のロータリークラブへの集団メイ
クを企画する。例会では出席およびメイクアップ
情報などの伝達を⾏う。優秀出席者の表彰は年度
末に⾏う。

・7/13 地区新世代研究会
川連秀典・早瀬浩⼀・鈴⽊光則

・7/20 桜の消毒・周辺整理（⺟⼩島遊⽔地）
荒川洋⼀・浜野紘嗣・根岸隆男・滝⽥昌甫・
⼩薬拓⺒・飯島康夫・正根寺幸雄・渡辺進・
中⾥泰久

・7/20 地区財団セミナー (マロウド筑波)
永盛武・新井和雄

・7/21 桜の消毒・周辺整理（⺟⼩島遊⽔地）
荒川洋⼀・浜野紘嗣・根岸隆男・滝⽥昌甫・
⼩薬拓⺒・飯島康夫・正根寺幸雄・渡辺進・
中⾥泰久

・7/21 地区クラブ奉仕研究会 (三の丸ホテル
⽔⼾)

⼤林稔・荒川洋⼀・奥沢裕⼆・溝⼝明洋



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) 。

アクトコーナー
8⽉第1例会のご案内を致します。
7/30（⽊） 18：30〜 ＲＣ交流会
今年度も、7⽉30⽇（⽔）のRC合同納涼例会では
お世話になります。宜しくお願い致します。

第165回ゴルフコンペ
第１６５回親睦ゴルフコンペが７⽉２１⽇下館ゴ
ルフ倶楽部において開催されました。曇天ながら
蒸暑い⼀⽇でしたが、⼀⼈のリタイヤもなく無事
終了できました。
皆様のご協⼒に感謝いたします。尚、成績は以下
のとおりです。

親睦活動委員会

【 優勝者挨拶 】 永盛友治
ハンディキャップ改訂後 最初のコンペでしたの
で、皆が優勝を狙っていたと思います。
これまで準優勝に⽢んじてきた⼩⽣でしたが、強
気で攻めたパッティングが⾒事に決り、特筆すべ
きは１１番ＰＡＲ５で、４ｍのイーグルパットを
ねじ込んだことであります。グロス２アンダーと
驚異的スコアの⽩井さんに勝てたのは、まさにこ
のホールのお陰です。同伴者の細⾕さん、根岸さ
ん（チョコレートご馳⾛様）、⽯島さん 応援有
難うございました。

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

順位 名 前 OUT IN GROSS HDCP NET
1 永盛 友治 37 40 77 22.0 55.0 
2 ⽩井 信⾏ 37 33 70 13.0 57.0 
3 ⼩林 ⼀彦 46 45 91 33.0 58.0 
4 鈴⽊ 光則 43 43 86 27.0 59.0 
5 細⾕ 貢 41 43 84 24.0 60.0 
6 関⾕ 徹 40 42 82 21.0 61.0 
7 ⼤関 幸政 46 44 90 25.0 65.0 
8 川連 秀典 50 46 96 31.0 65.0 
9 ⽇向野 陽 38 38 76 10.0 66.0 
10 百⽬⻤ 博⾏ 38 47 85 18.0 67.0 
11 新井 和雄 45 44 89 22.0 67.0 
12 根岸 隆男 50 46 96 23.0 73.0 
NR ⽯島 仁司 46 42 88 16.8 71.2 
NR 中⾥ 泰久 58 60 118 32.4 85.6 
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