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会長挨拶         荒川洋一 会長 

 最近の天候は、不順な天候と云うより異常な天候が続い

ております。岡崎市では 1 時間の降水量が 146.5mm、我

孫子でも 102mm、全国各地で 100mm 以上の猛烈な雨が

降り、各地に多大な被害をもたらしております。筑西市で

も 54mm 降り、22 年前におきた大洪水を思い起こしまし

た。早く澄み切った青空を望みたいところです。先週の 8

月 27 日はガバナー公式訪問が廣瀬ガバナーをお迎えして

行われました。当日の朝、冨山筑西市長、続いて関下館商

工会議所会頭を表敬訪問致しましたが、両氏には温かく迎

えられ、親しく歓談する事が出来ました。公式訪問では、

会長、会長エレクト、幹事との協議会、例会、クラブ協議

会でガバナーから懇切丁寧にご指導を受けることが出来

ました。今後はガバナーのご指導をしっかり受け止めクラ

ブ運営に、クラブ活動に活かしたいと思います。最後に公

式訪問では会員の皆様のご協力に感謝申し上げ、また、公

式訪問の為にご準備下さいました関係委員会の皆様に御

礼申し上げご挨拶と致します。 

 

 

理事会報告        中里泰久 幹事 

１．薗部新入会員の所属が決まりました。前任者の押田会

員の所へということで、会計監査と職業奉仕委員会と

なりました。 

１．10 月のプログラムが承認されました。 

１．７RC ゴルフ大会の件について 

  実行委員が日向野、関谷会員に決定。 

  下館クラブが主催ですので、理事、親睦 SAA、会報

委員会等で対応する。 

１．第 27 回全国 RC 野球大会は、不参加で決定。 

１．第 15 回筑西市尐年の主張大会の補助金、15 万円の拠

出決定。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

幹事報告         中里泰久 幹事 

１．真壁 RC より、例会場変更の案内受理。 

  9 月 23 日の例会は休会です。 

１．岩瀬 RC より、例会場変更の案内受理。 

  10 月 8 日の例会は、笠間フォレスト CC で 12：30

から移動例会になります。 

１．ロータリーの友より、英語版の申込書受理。 

１．ユニセフよりカードとギフトの案内受理。 

１．下妻 RC より、クラブ現況報告書受理。 

１．結城 RC より、会報受理。 

１．平成 20 年度尐年の主張茨城県大会主張文審査結果及

び主張大会開催についての案内が届いております。 

１．薪能実行委員会より入場券が 5 枚届いております。引

き受けていただける方がおりましたら、会長か私まで

お知らせ下さい。 

１．地区補助会、1500$がいただけることになりました。 

１．ロータリーの友・月信 9 月号が届いております。 

 

 

環境保全委員会    正根寺幸雄 委員 

 社会奉仕委員会の事業に伴う各種奉仕作業の参加及び

会員への呼びかけ 

① 赤い羽根募金協力 

② 市民クリーン作戦への参加 

 皆さんの参加を切によろしくお願い致します。 

【活動方針】 

 会長方針に基づき、当クラブとして地域内にて何を行う

べきか社会奉仕委員会と連携をし、多くの会員が参加でき

る様、また地域と密着した奉仕活動を実施する。 

 

 

 

 

 

本日のプログラム 

●会員増強フォーラム 

次週のプログラム 

●７月１６日 クラブ協議会 

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 

次週のプログラム 

●９月１７日 新世代研究会報告 
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次週のプログラム 

●７月１６日 クラブ協議会 



 

新世代奉仕委員会  早瀬浩一 委員長 

【活動方針】 

 「新世代のために何をしたらよいのか」を常に考え、新

世代（若い人達）との交流を深めていく。また、自分達自

身が刺激を受けて地域社会の青尐年教育とロータリーク

ラブとの関わり方を研究し実践していく。 

【活動計画】 

 ハローワールドの開催をメインに、ライラセミナーへの

参加、ボーイスカウト・ガールスカウトへの支援、青尐年

主張大会に協力していきます。なお今年のハローワールド

は 2 回の開催を予定しています。（予定） 

 

ローターアクト委員会 溝口明洋 委員 

【活動方針】 

・一人一人の自己啓発を高め、奉仕活動を通し、地域社会

に貢献する。 

・他地区、他クラブ、他団体との交流を図り、一人一人の

より深い人間形成に役立てる。 

【活動計画】 

①例会の充実 ②会員増強 ③他クラブ、他団体との交流 

 

ロータリー財団    新井和雄 委員長 

① 財団寄付 $130／人 

② ベネファクター 1 名 

③ ポリオプラス $３０／人 

RI 会長、地区ガバナー、クラブ会長の目標が達成出来

る様、皆様のご協力をお願いします。 

 

米山奨学委員会     中丸健 委員長 

 【活動方針】 

活動計画はクラブ現況報告書と同じで行います。宜しく

お願いします。 

 10 月は米山月間になっておりますので、米山奨学生（ﾊ

ﾝｼｮｳﾌｳさん）と卓話を行いますのでよろしく。 

 今年度の米山奨学寄附金は、前年度と同じ位でご協力を

お願い致します。 

 

新入会員紹介 

氏 名 薗部 浩重 

  勤務先 常陽銀行 

      下館支店長兼県西法人部長 

 

SMILE BOX      細谷貢 委員長 

荒川 洋一  先日のガバナー公式訪問では会員の皆様

のご協力ありがとうございました。お蔭様

で成功裡のうちに終了する事ができまし

た。又、準備してくださいました関係委員

会の皆様にお礼いたします。 

中里 泰久  先週のガバナー公式訪問は長時間おつか

れさまでした。 

永盛 宣也  所用のため早退いたします。 

小薬 拓巳  先週のゲリラ豪雨で丸々2 日間の河川巡

視をしました。大事にならなくて安心です。 

夫人誕生   中丸 健 

会員誕生   日向野陽・大林稔・荒川洋一・中里泰久 

       関谷徹・中西悦夫・丸山靖則 

 

 

本日の合計 ￥46,000 円   累計 ￥425,000 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 

9/3 57 46 12 0 7 

 

メークアップ 

８月２８日（木）ローターアクト８月第２例会 

           川連秀典・溝口明洋・鈴木光則 

 

アクトコーナー 

9 月 7 日（日） アクトの日 

下館地域交流センター「アルテリオ」にて、下館ローター

アクトクラブがホストとなり、地区行事〝アクトの日〟を

行いました。他クラブのアクターだけでなく、ロータリア

ンの方にも多数ご参加いただき、無事終了することができ

ました。ご協力、ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

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 


