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会長挨拶         荒川洋一 会長 

 本日はガバナー補佐金子元則様におかれましてはお忙し

い処御来訪頂き有難う御座います。８月２７日のガバナー 

公式訪問についてご指導を頂きたいと思いますので宜し

くお願い致します。先週はローターアクトクラブとの納涼

合同例会を行いました。ご家族の皆さんを交え、多数の方

にご参加を頂きまして、楽しいひとときを過ごす事が出来

ました。ご準備を下さいました親睦活動委員会、ローター

アクトクラブの皆様に御礼申し上げます。いよいよあさっ

て８日からは北京オリンピックが開幕致します。日本の活

躍を期待したいと思います。 

理事会報告        中里泰久 幹事 

1. 8 月２７日のガバナー公式訪問について打ち合わせを

しました。

 

2.9 月のプログラムが承認されました。 

3.地区視善理球大会への不参加の承認。 

4.新入会員の推薦がありました。 

5.来年、GSE ドイツ派遣者の推薦を承認しました。 

6.ネパールの学校に水道施設建設事業に地区補助金申請

の承認。 

幹事報告         中里泰久 幹事 

1.ガバナー事務所より 第２９回 RYLA セミナーの案内

が届いております。 

新世代奉仕委員会委員会へ渡しておきます。 

2.ザ・ロータリアンが届いております。 

3.東電より 領収書受理 

4.全国RC野球大会コミッショナー瀬川正美様より暑中見

舞いが届いております。 

5.下館国際交流友の会より 会報受理。 

6.ガバナー事務所より 地区補助金申請の書類が届いて 

 おります。 

7.笠間ロータリークラブより 8 月 14 日（木）は例会休

会の案内受理。 

8.財務省関東財務局より 広報紙「財務かんとう」受理。 

 

 

 

 

 

 

第５分区ガバナー補佐  金子元則 様 

          廣瀬昭雄ガバナー公式訪問

（8/27）のお願い。下館ロータ

リークラブは雰囲気そして人

となりまでも、すべてに渡り

「素晴らしい」といつも思って 

います。８月２７日の廣瀬ガバナー公式訪問日につい 

ては、 

・５８名の全員が出席頂きたい。 

・入会 3 年未満の会員は、特にクラブ協議会に出席して頂 

きたい（中里幹事より全員）。 

・本年度、計画されている、プロジェクト・イベントは是

非、成功させて頂きたい。 

・懇親会についても皆様の出席をお願いし、酒を呑み交わ

したい。 

親睦活動委員会     菊池祥明 委員長 

・第 165 回親睦ゴルフコンペでは永盛友治さんが優勝さ

れました。 

・RAC 合同納涼例会（７/30）が行われました。食事のセ 

 ッティングについても今後考えて行かなければいけな 

 いと思います。 

・ミュージカル・エリザベート（帝国劇場） 11/12 

・７RC ゴルフコンペ 

・クリスマス例会 12/17 

・グルメ旅行・さくら見学会等も計画しております。奮っ 

 てご参加頂く様お願い致します 

クラブ会報委員会   司代隆之 委員長 

クラブ会報からのお願いです。今後例会にて各委員

会発表される方は必ず原稿を会報委員会に提出して下さ

い。従来からの例会及びクラブ活動の内容を的確に記載

（インターネット）するためのものではなく是非読みたい

と言う会報創りが理想なのです。 

スタップ紹介 

司代隆之、鴨志田寿夫、増渕文夫、小島ゆり 

 

本日のプログラム 

●クラブ協議会 

 

次週のプログラム 

● 8月 27日 

ガバナー公式訪問 

事務所・例会場／ダイヤモンドホール 筑西市玉戸 1053-4 TEL 0296-28-8511 FAX 0296-28-8533 

RRoottaarryy   IInntteerrnnaatt ii oonnaall   DDiiss ttrr ii cctt   22882200   

SSHHIIMMOODDAATTEE  RROOTTAARRYY  CCLLUUBB  WWEEEEKKLLYY  RREEPPOORRTT  22000088～～22000099  

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



出席報告        諏訪哲也 委員長 

例会日 会員数 出 席 欠 席 病 欠 免 除 

8/6 57 52 5 0 7 

 

メークアップ       

○7 月 26 日 折本周辺除草奉仕  

荒川洋一、中里泰久、飯島康夫、小薬拓巳、浜野紘嗣 

○7 月 27 日 国際奉仕研究会 

新井利平 

○7 月 31 日 下館 RAC（下館駅前）夏祭り奉仕 

鈴木光則、新井利平、溝口明洋 

○8 月 1 日 下館 RAC（下館駅前）夏祭り奉仕 

鈴木光則、新井雅勝、百目鬼博行、関谷徹、大関幸政、 

諏訪哲也、溝口明洋、川連秀典、新井和雄、飯島康夫 

○8 月 2 日 下館 RAC（下館駅前）夏祭り奉仕 

鈴木光則、川連秀典、諏訪哲也、小島ゆり、大林稔、 

関谷徹、新井雅勝 

○8 月 2 日 社会奉仕研究会 

渡辺進 

○8 月 5 日 しもだて紫水 RC 

荒川洋一、中里泰久 

SMILE BOX      細谷貢 委員長 

金子 元則 様 ガバナー公式訪問のお願いに参りまし

た。 

しもだて紫水 RＣ佐藤会長・杉山幹事様 

表敬訪問に来ました。宜しくお願い申し

上げます。 

 

 

荒川 洋一  金子ガバナー補佐、軽部さんようこそいら

っしゃいました。又、先日の納涼例会には、

大勢の方にご参加下さいまして有り難う

御座いました。親睦委員会の皆様ご苦労様

でした。 

中里 泰久  金子ガバナー補佐宜しくお願いします。 

浜野 紘嗣  金子補佐、軽部セクレタリー暑い中、ご苦 

       労様です。 

日向野 陽  金子ガバナー補佐、軽部セクレタリーよう 

       こそ。 

大林 稔   金子第 5 分区ガバナー補佐御一行をお迎

えして。 

新井 雅勝  金子ガバナー補佐、軽部セクレタリーの 

       来訪を記念して。 

小林 一彦  ガバナー補佐金子様、セクレタリー軽部様 

       ようこそ。暑い中御苦労様です。 

加藤 昌美  金子ガバナー補佐、軽部セクレタリーの来

訪を記念して。 

諏訪 哲也  金子ガバナー補佐ようこそ！ 

鈴木 光則  金子さん、軽部さんにお会いできて嬉しい 

       限りです。 

司代 隆之  金子ガバナー補佐の来訪を歓迎して。 

細谷 貢   金子ガバナー補佐、軽部セクレタリーの 

       御来訪を記念して。 

会員誕生   永盛宣也・堀江清彦・小島ゆり 

夫人誕生   細谷貢・堀江清彦・新井和雄・三代徳夫 

 

本日の合計 ￥36,000 円   累計 ￥276,000 円 

 

アクトコーナー             

★8 月第２例会のご案内を致します★ 

８/２８(木) 19：30~ アルテリオ  RAC 委員長卓話 

RAC 委員長（川連様）の卓話になりますので奮ってご参

加下さい。 

 

 

 

 

 

欠席の場合は、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。 

会長/荒川洋一  会長エレクト/奥沢裕二  幹事/中里泰久   会報委員長/司代隆之 副委員長/鴨志田寿夫 委員/増渕文夫、小島ゆり 


