
 

 

 

 

 

 

 

 

 

会報 No.2111 前例会 No.2381 発行日：2008 年 9 月 24 日 (水 )  前例会報 No.2110 2008 年 9 月 17 日 (水 )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長挨拶         荒川洋一 会長 

先日 9 月 14 日は陰暦の 8 月 15 日に当たり十五夜でご

ざいました。古くから、この仲秋の名月の夜は酒宴を催

し、「名月を取ってくれろとなく子かな」（一茶）など、

詩歌を詠む慣わしがあったようです。現在、皆さんの家

でも月見団子や、お赤飯、けんちん、栗などを盛り、す

すきや秋の草花を飾って十五夜を楽しんでいると思いま

す。私は先日、すすきを取りにいつもの場所へ行きまし

たが、すすきはほとんどありませんでした。何人かの人

に伺いましたら、やはり最近はめっきり減ってしまった

そうです。原因は「せいだかあわだちそう」などの外来

種の繁茂、そして空中散布消毒で秋の七草なども減って

しまったと云っておりました。外来種の侵食の凄さに改

めて驚いたところです。日本の秋、いつまでも残って欲

しいと思いました。小林一彦会員から多額のご芳志を頂

きましたのでご報告いたします。故小林志様のご冥福を

お祈り致します。 

 

 

幹事報告         中里泰久 幹事 

1. 土浦 RC より 創立 50 周年祈念誌受理 

1. 結城 RC より クラブ現況報告書受理 

1. ｶﾞﾊﾞﾅｰ事務所より 障害者の為の乗馬体験教室案内

受理 

1. 飯野徳仁地区 RA 代表より 「アクトの日」礼状受理 

1. 小林会員より 多額のご芳志をクラブへ頂きました。 

御礼申し上げます。御母堂様のご冥福を御祈念申し上

げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新世代奉仕委員会  早瀬浩一 委員長 

           今月は新世代奉仕月間です。

毎年９月はロータリアンが青

尐年の育成を支援するプログ

ラムに目を向ける月です。今年

度 RI の李会長もテーマに「夢

をかたちに」又、強調事項に

「水」、「保健と飢餓救済」、「識 

字率向上」をあげておりますが、その中で特に発展途上国

においての子どもたちの死亡率にはおどろかれ、そのため

のプログラムを重要であると訴えております。 

地域社会の最も大切な資源は「子どもたち」であります。

私たち下館ロータリークラブでもネパールの学校建設や

クラブ創立５０周年事業としてのネパールの学校への井

戸設置プログラムなどのすばらしいプログラムを計画し

青尐年や子どもたちのために実行しています。「ロータリ

ーのプログラムの７０％は青尐年のためのプログラムと

いっても過言ではありません」と何度かロータリーの指導

者の方からお聞きしたことがあります。私たちの社会を背

負っていく新世代に何ができるか、それを実行していくと

いう心構えをもつ月間だと考えております。 

２００８年７月１９日市民ホールつくばねで行われま

した新世代奉仕研究会報告を致します。 

① 廣瀬ガバナー挨拶 

② 新世代奉仕担当ｶｳﾝｾﾗｰ永井靖彦ﾊﾟｽﾄｶﾞﾊﾞﾅｰ挨拶 

③ 地区研修リーダー 佐藤衛ﾊﾟｽﾄｶﾞﾊﾞﾅｰ挨拶 

④ 地区新世代奉仕 坂田信夫委員長挨拶 

⑤ 講師卓話 高萩ロータリークラブ会員 小林寺

拳法道院長 作山吉永氏 

⑥ 分科会勉強会 インターアクト委員会 ロータ

アクト委員会 ライラ・青尐年育成委員会 

⑦ ライラ・青尐年育成委員会勉強会に参加 

 

 

本日のプログラム 

●元農林水産大臣 衆議院議員 赤城徳彦氏  

国政報告 

次週のプログラム 

●10月 1日 新入会員卓話 

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 

Real 



ローターアクト委員会 川連秀典 委員長 

          【新世代奉仕研究会に参加して】 

全体の報告については、早瀬新

世代委員長よりありましたので、

私は高萩ロータリークラブの作

山吉永講師の講演についての感

想とさせていただきます。プロフ

ィールにも「青尐年育成を生涯の 

仕事にすることを決意した」とありましたが、その表情・

身体から発する言葉は説得力に溢れ、本当に感銘を受けま

した。また、子供たちに尐林寺拳法を教えながらの実体験

に基づいたお話は非常にわかりやすく、納得させられるも

のでした。以下の３つのことを私も肝に銘じ、今後のロー

ターアクト委員長としての活動に活かしたいと思います。 

 

① 自ら動くことで、相手の心が動き、心が通じる。 

② 教育には時間がかかる ⇒ １０年先・２０年先を見

る。 

③ 事業を通じて我々は何をするのか、何を伝えたいのか。 

 

 

職業奉仕委員会    加藤昌美 委員長 

・職場訪問のご案内 

下記の内容で執り行いますので、奮ってご参加下さいま

すようご案内申し上げます。 

日時    １０月１５日（水） 

訪問事業所 広沢グループ 筑波プラント 

行程     ９：００ 筑西市民開会前 集合出発 

       ９：４０ 広沢グループ 筑波プラント 

      １１：４０ 移動 

      １２：００ 昼食 下妻市 八幡屋 

１３：３０ 移動 

      １４：００ 筑西市民会館前 到着 

 

 

社会奉仕委員会    渡辺 進 委員長 

 平成２０年度『赤い羽根・共同募金』街頭募金ご協力の

お願い 

日時 １０月１日（水）集合午前６：５０ 

 開始 ７：００  終了 ８：３０ 

時間の都合の悪い方は上記時間内で任意の時間可能 

場所 下館駅北口 

 

ＳＭＩＬＥ ＢＯＸ    細谷貢 委員長 

中里 泰久  次週プログラム通りに進行するよう祈念

しております。 

 

 

 

 

小林 一彦  先日亡き母の葬儀に際しましてお忙しい

中御会葬、御焼香頂き有難うございました。

母も感謝していることと思います。厚く御

礼申し上げます。 

田中 忍   １０／１の赤い羽根街頭募金のご協力お

願いします。 

関谷 徹   今月もニューモラルを配布させて頂きま

す。 

早川 誠二  自慢話で恐縮でございますが小学生の娘

が栃木県の陸上大会のリレーで２位に入

りました。 

川連 秀典  ローターアクトの例会に多くのロータリ

アンの参加をお願いします。今月は２５日

ＰＭ７：３０～アルテリオで英会話です。 

 

本日の合計 ￥12,000 円   累計 ￥447,000 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 

9/17 57 49 9 0 7 

 

メークアップ 

・9/14 地区ＧＳＥ選考会 永盛 武 

 

 

アクトコーナー 

９月第２例会のご案内です。 

日時 9 月 25 日（木） 

時間 17：30～21：00 

場所 アルテリオ 

内容 外国人講師による英会話 

皆様のご参加お待ちしています。 

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 


