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ようこそお客さま 

第 2820 地区 ガバナー 土浦 RC 廣瀬昭雄様 

第 2820 地区 地区副幹事 土浦 RC 鈴木實様 

第 2820 地区 第 5 分区ガバナー補佐 真壁 RC 金子元則様 

第 2820 地区 第 5 分区ガバナー補佐セクレタリー  

真壁 RC 高坂正義様 

会長挨拶         荒川洋一 会長 

ぐずついた天気も今朝は廣瀬ガバナーを歓迎するかの

ように素晴らしい天気になりました。本日は、ガバナー公

式訪問でございますが廣瀬ガバナーにおかれましては、大

変お忙しいところ遠路お出かけいただきましてありがと

うございました。先程の会長、会長エレクト、幹事との協

議会におきましては懇切丁重なご指導を頂きましてあり

がとうございました。この後のクラブ協議会でのご指導も

よろしくお願いいたします。また、金子ガバナー補佐にお

かれましては日頃からご指導を頂いておりますが、本日も

よろしくお願いいたします。会員の皆様におかれましては、

例会後行われますクラブ協議会において、ガバナーからご

指導を頂きまして今後のクラブ運営に、クラブ活動の活性

化に役立てていただきたいと思います。本日のガバナーの

卓話楽しみにしております。よろしくお願いいたします。

なお、本日から薗部浩重さんが入会されます。よろしくお

願いいたします。 

幹事報告         中里泰久 幹事 

1. 青尐年育成筑西市民の会より 第 15 回筑西市尐年の

主張大会の補助金及びに審査員の推薦の依頼が来てお

ります 

2. 井上ガバナー事務所より 07～08年度年次報告書3冊

とそれの訂正シールが届いております 

3. 水戸 RC より 会報受理 

4. 水戸西 RC より 会報受理 

5. しもだて紫水 RC より例会変更のおしらせ 

      9 月 23 日(火)の例会は休会です 

6. 米山梅吉記念館より「館報」が届いております 

7. 廣瀬ガバナー事務所より 第 29 回ライラセミナー研

修生派遣のお願いが届いております 

 

 

 

 

 

 

ガバナー卓話    廣瀬昭雄（土浦 RC）様 

           下館ＲＣのみなさんこんにちは、 

廣瀬昭雄でございます。本日の公式

訪問を楽しみにして参りました。先

ほどは富山筑西市市長、関商工会議 

所会頭への表敬訪問を各クラブ代表と共に行ってまいり

ました。７月のガバナー就任以来２カ月が経過し、地区主

催の各種研修会も一巡し、いまはクラブ公式訪問真っ最中

であります。さて、今年度ＲＩ李 東建会長のテーマは「夢

をかたちに」であります。すでに私のガバナー・メッセー

ジでお伝えしたとおり、当クラブにおいてもこれに沿って

事業が計画、実行されていることと思います。私は、今年

度「ロータリーの心と原点を大切にしよう」と皆さんに訴

えてきております。 ポール・ハリスは、いろんな仕事を

体験したのち、シカゴで弁護士を開業したが、知り合いが

居なかったのです。あるとき、食事に行き、隣席の人がボ

ブとかサムとかファースト・ネームで呼び合い親しく語り

合っている姿をみて、うらやましかったのです。自分も真

の友人がほしくてロータリーを作ったのです。現代に置き

換えると、クラブは知人ではなく、友人の集まりなのです、

喜びも悲しみもともに分かち合う生涯の友人なのです。ロ

ータリー家族なのです。また、寛容の心を大切にしましょ

う。祖先はイングランドからの清教徒移民、ウオリングフ

ォードでの尐年時代の生活、宗教的に寛容な精神が原点に

あります。そして、相手の立場に立ってものを考える、よ

り次元の高いところから物事を判断する、またロータリー

の多様性であります。民族、宗教、言語、政治体制など、

いろんな違い、いろんな考え方があります。これも飲み込

む、そして高潔性が大切であります。先ほどは、スマイル

ＢＯＸの報告、おひとりおひとりのご紹介に心が伝わり、

私は感激いたしました。さすが次年度５０周年を迎える伝

統あるクラブの歴史をひしひしと感じました。 

  

 

本日のプログラム 

●クラブ協議会 

次週のプログラム 

●９月１０日 会員増強フォーラム 

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 

Real 
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表敬訪問 

  

（筑西市）      （商工会議所） 

 

SMILE BOX       細谷貢 委員長 

ガバナー 廣瀬 昭雄 様 

   公式訪問に参りました。今後ともよろしく

お願いいたします 

荒川 洋一  廣瀬ガバナー・金子ガバナー補佐・鈴木地

区副幹事・高坂ガバナー補佐セクレタリー

ようこそいらっしゃいました。本日のご指

導よろしくお願いいたします。薗部浩重さ

んの入会を記念して。 

中里 泰久  廣瀬ガバナー・金子補佐・鈴木幹事・高坂

セクレタリーようこそ。 

奥沢 裕二  廣瀬ガバナー・金子ガバナー補佐ようこそ。

本日はよろしくご指導の程お願い申し上

げます。 

新井 雅勝  廣瀬ガバナーの公式訪問を記念して。 

大林 稔   第 2820地区廣瀬ガバナー御一行をお迎え

して。ご指導よろしくお願いいたします。 

井狩 浩一  廣瀬ガバナー・金子ガバナー補佐の公式訪

問を祈念して。 

日向野 陽  廣瀬ガバナー・金子ガバナー補佐をお迎え

して。 

浜野 絋嗣  廣瀬ガバナー・金子補佐ようこそ。よろし

くお願いいたします。地区幹事・セクレタ

リーの皆様、ご苦労様です。 

小倉 利一  廣瀬ガバナーの公式訪問を記念して。今日

はよろしくお願いします。 

加藤 昌美  廣瀬ガバナー公式訪問を祝して。薗部支店

長の入会を祝して。 

永盛 宣也  廣瀬ガバナー・金子ガバナー補佐の本年後

の公式訪問を記念して。 

増渕 文夫  廣瀬ガバナーの公式訪問を記念して。 

堀江 清彦  廣瀬ガバナーの公式訪問を記念して。金子

ガバナー補佐毎度ご苦労様です。 

飯島 康夫  廣瀬昭雄ガバナー・金子ガバナー補佐をお

迎えして。 

関谷 徹   廣瀬ガバナーの公式訪問を記念して。 

永盛 武   廣瀬ガバナーの公式訪問を記念して。 

百目鬼 博行 第 2820地区廣瀬ガバナーの公式訪問を記

念して。 

 

 

 

 

司代 隆之  廣瀬ガバナーの来訪をお迎えして。金子ガ

バナー補佐にはいつもお世話になり感謝

しております。 

諏訪 哲也  ガバナー公式訪問を記念して。 

鈴木 光則  ガバナーご指導よろしくお願いします。 

川連 秀典  ガバナー公式訪問を記念して。 

横山 政人  廣瀬ガバナー公式訪問を記念して。 

溝口 明洋  廣瀬ガバナーようこそおいで下さいまし

た。よろしくご指導ください。薗部支店長

の入会を祝して。 

早瀬 浩一  廣瀬ガバナーようこそおいで下さいまし

た。ご指導よろしくお願いします。 

飯島 秀男  ガバナー公式訪問を記念して。 

 

正根寺 幸雄 廣瀬ガバナーの公式訪問を記念して。薗部

さんの入会を記念して。 

根岸 隆男  ガバナー公式訪問を記念して。 

羽田 節子  ようこそ。廣瀬ガバナー訪問を記念して。 

小島 ゆり  廣瀬ガバナーようこそいらっしゃいまし

た。楽しみにお待ちしていました。 

星野 英夫  廣瀬ガバナーの公式訪問を記念して。 

薗部 浩重  新入会員です。ご指導よろしくお願いしま

す。 

早川 誠二  廣瀬ガバナーご指導よろしくお願いいた

します。 

 

本日の合計 ￥70,000 円   累計 ￥379,000 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 

8/27 58 50 8 0 7 

      

 

アクトコーナー             

・「アクトの日」のご案内を致します。 

9 月 7 日（日） アルテリオ 

10：00 登録開始  10：30 開会  15：00 閉会 

皆様のご参加お待ちしておりますので、宜しくお願い致し

ます。 

・9 月第 1 例会 

9 月 11 日（木） アルテリオ 19：30～21：00 

内容は「救急救命」についてです。 

 

 

 

 

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 

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。 


