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ようこそお客さま 

 下妻 RC 会長 山内光洋 

会長エレクト 渡辺 様 

創立 40 周年実行委員長 菊地 様 

会長挨拶         荒川洋一 会長 

第 2820 地区 2009－2010 年度ガバナーノミニーに土

浦单ロータリークラブの内藤彰さんが確定したとのこと

ですので、ご報告申し上げます。来週の 8 月 27 日はガ

バナー公式訪問でございます。皆様におかれましてはお

忙しいとは存じますが万障繰り合わせの上ご出席下さい

ます様お願い致します。常陽銀行下館支店長兼法人部長 

薗部浩重様入会に異議がございませんでしたので来週か

ら入会の手続きをとらせて頂きます。 

幹事報告         中里泰久 幹事 

1. RI 日本事務局より 人頭分担金の領収書を受理。 

2. ガバナー事務所より 会員増強・ﾛｰﾀﾘｰ情報ﾏﾆｭｱﾙ受理。 

3. 結城 RC より 会員増強のための参考資料受理。 

4. 岩瀬 RC より 例会場変更の案内受理。 

9 月 3 日（水）12:30～ 

湖畔閣（ガバナー公式訪問のため） 

6. 地区ローターアクトより アクトの日の案内受理。 

7. BOX へクラブ現況報告書と当日のタイムスケジュー

ル・9 月例会予定表がはいっておりますので、お持ち

帰り下さい。又、次週はガバナー公式訪問ですので、

12:20 にお集まり下さい。報告書も忘れずにご持参下

さい。 

下妻ロータリークラブ 山内光洋 会長 

          本日は、渡辺会長エレクトと菊

地創立 40 周年実行委員長と 3 名

で表敬訪問に参りました。36 代目

の会長も経験し、2 度目の会長と

なり、来年 5 月 31 日に式典を行

います。今後とも、ご指導ご協力

いただきますよう宜しくお願い致

します。 

 

 

 

 

 

職業分類委員会    高橋秀夫 委員長 

他の委員会と協力しながらクラブ現況報告書を作成し

ましたが、昨年のものそのままです。

 

 職業分類表は最終的に委員会にかけて後日報告いたし

ますが、現在よりは尐なくしたいと考えています。 

 

広報・IT情報委員会  古田貢一 委員長 

《活動方針》 

広く一般世間にロータリーについての情報を提供し、クラ

ブの奉仕プロジュクトと奉仕活動を広報する。 

 

《活動計画》 

1. 地域社会にロータリー活動の意義、内容を広くアピー

ルしてロータリークラブをもっと知ってもらう。 

2. 各委員会の対外活動については、報道機関並びに行政

広報誌に広報をお願いする。 

3. 公共機関に「ロータリーの友」誌を置いて多くの方々

に閲覧してもらう。 

4. 会員にクラブ広報をホームページからの閲覧利用を

推進する。 

 

社会奉仕委員会     渡辺進 委員長 

《活動計画》  

1. 各種奉仕活動（赤い羽根共同募金、クリーン作戦等）

に参加・協力する。 

2. 地域で活動する奉仕団体への協力・支援。 

3. 旭が丘初期湛水池周囲の桜の管理をする。 

4. その他、環境問題やカーボンオフセットの周知。 

ですが、４については、2009 年 2 月 1 日筑西市市民会

館にて、ミニコンサートと、環境問題に関する講演会を開

催予定。 

 

 

 

 

 

本日のプログラム 

●ガバナー公式訪問 

次週のプログラム 

●クラブ協議会 

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 
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職業奉仕委員会     加藤昌美 委員長 

職業奉仕の理念の中核を成すのが「4 つのテスト」であ

り「ロータリーの職業宣言」であります。私共ロータリア

ンはこの理念に添って活動していく事が望まれておりま

す。そこで活動計画として次の 4 つを強調していきたいと

思います。 

1. 4 つのテストを例会の中で活用していく事。 

とりわけ新しい会員の方には 4 つのテストを含めた

ロータリーの基本的な部分を、推薦者は勿論ですが情

報委員会等で十分説明していただく事をお願いした

いと思います。 

2. 事業所訪問 日時 10 月 15 日（水）  

場所 つくば ㈱広沢製作所   

詳細については後日ご案内申しあげます。 

3. 中学生の職業体験事業所の登録と活用への協力。 

4. 会長方針である環境社会（ＥＣＯ対策）に取り組む事

業企画を支援する。 

 

スマイル BOX委員会   細谷貢 委員長 

 私が入会してからの 20 数年のロータリーの中でスマイ 

ル BOXの中味も随分と変わってきたような気が致します。 

スマイル BOX には自分のこと、或は家族の喜び事などを

ご報告頂けたら楽しい例会になり、会員同士の親睦度も深

まるように思うのですが如何でしょうか？この会がより

活発に活動できるかどうかは皆様にご協力いただくスマ

イル BOX資金によって決まると言っても過言ではありま

せん。皆様の浄財を奉仕活動にご協力くださいますよう宜

しくお願い致します。 

 

SMILE BOX      細谷貢 委員長 

下妻 RC 会長 山内光洋 様 

今日は表敬訪問に 3 名で参りました。本年

度は 40 周年を迎え、来年 5 月 31 日に式

典を行います。ご指導よろしくお願い申し

上げます。 

ハン・ショウフウ 様 

       夏休みで実家四川省に行ってきました。地

震で心配しましたが、おかげ様で大きな被

害はありませんでした。地震を乗り越えて、

オリンピックに向かいました。 

荒川 洋一  下妻 RC 山内会長、渡辺会長エレクト、菊

地創立 40 周年実行委員長をお迎えして。

また、ハン・ショウフウさんをお迎えして。 

中里 泰久  下妻 RC 山内会長、渡辺会長エレクト、菊

地創立 40周年実行委員長ようこそおいで

下さいました。 

浜野 紘嗣  下妻 RC の皆様ようこそ。 

大林 稔   下妻 RC 山内会長御一行を歓迎して。 

新井 雅勝  下妻 RC 山内さん、菊地さん、渡辺さんの

来訪を歓迎して。 

 

中丸 健   ハン・ショウフウさんの来訪を歓迎して。 

羽田 節子  ようこそ下妻 RC の皆さん。楽しんでいっ

て下さい。 

加藤 昌美  下妻 RC 山内会長、菊地さん、渡辺さんよ

うこそおいで下さいました。 

永盛 宣也  残暑お見舞い申し上げます。今度の日曜日

に米山奨学生を連れて日光文化遺産、自然

遺産をたずねます。 

関谷 徹   下妻 RC の皆様ようこそいらっしゃいま

した。今月もニューモラルを配布させて頂

きます。 

小林 一彦  下妻 RC 山内会長、渡辺会長エレクト、菊

地創立 40 周年実行委員長ようこそ。ご苦

労様です。 

諏訪 哲也  下妻 RC 菊地さん、渡辺さん、山内会長よ

うこそ！ 

細谷 貢   下妻 RC 山内さん、渡辺さん、菊地さんよ

うこそおいで下さいました。 

会員誕生   川連 秀典 

夫人誕生   田中 忍 

 

本日の合計 ￥33,000 円   累計 ￥309,000 円 

 

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 

8/20 57 48 9 0 7 

メークアップ 

・8/1 下館ローターアクトクラブ（夏祭り奉仕 下館駅） 

日向野陽 

・8/9 灯籠流し奉仕（市内金井町） 

 渡辺進・井狩浩一・瀧田昌甫・佐藤昭・諏訪哲也・    

小嶋勝五郎 

・8/9 環境保全委員会（折本駅周辺除草剤散布） 

 飯島康夫・浜野紘嗣・荒川洋一・中里泰久 

・8/10 地区 GSE 委員会（土浦市かねき寿司） 

 永盛武 

・8/12 真壁ロータリークラブ 

 荒川洋一・中里泰久 

アクトコーナー 

・８月第２例会  

８／２８（木）１９：３０～ アルテリオ 

   下館 RC 会員卓話（川連秀典 RA 委員長） 

・９月７日（日）「アクトの日」 

 地区行事「アクトの日」を下館 RAC ホストにて行いま

すので、ご参加宜しくお願い致します。 

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 


