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会長挨拶         荒川洋一 会長 

本日は、｢赤い羽根・街頭募金｣につきましては、雨の中 

朝早くから２８名の大勢の方にご協力頂きまして有り難

う御座いました。心から御礼を申し上げます。 

 さて、今月は米山月間で御座います。来週は米山月間 

にちなんで米山留学生のハン・ショウフウさんの卓話を 

予定しているとの事です。米山記念奨学会は東京 RC が 

米山梅吉氏の功績を記念して奨学制度を制定、１９５３年 

に｢米山基金｣と称して募金を始めたのが始まりで、海外か 

ら大学課程の学生を招致し、勉学と国際理解の促進に資す 

る事を目的としている事業です。米山は｢知る人知る｣とい 

う面があって意外と中身を知っている人が尐ないと言う

事です。中身を知るにはやはり世話クラブになり奨学生と 

クラブが触れ合う機会を作る事が１番だとの事です。月に 

1 回、奨学金を受け取るだけの縁ではなく、世話クラブの 

会員全員が奨学生を心から迎えて、激励したり、クラブの 

行事に呼んだり、顔の見える交流を通じてこそ、米山奨学 

事業を実感として知る事が出来るとの事です。私達は｢米

山イコール寄付｣が頭に浮かんでしまいますが、中身を知

って、今年もぜひ、寄付の件宜しくお願い致します。 

なお、明日１０月２日（木）午後１時から明野公民館に

おいて｢第１５回筑西市尐年の主張大会｣が行われますの

で、ぜひご参加頂きたいと思います。宜しくお願い致しま

す。 

 

理事会報告        中里泰久 幹事 

1. １１月プログラムが原案どおり承認 

2. 移動例会（家族観劇会）原案どおり承認 

3. 集団メイクについては補助なしで進める事で決定 

4. 温暖化防止の為の啓蒙運動について 

  日 時 ： 平成２１年２月１日(日) 

  会 場 ： 筑西市民会館大ホール 

  講 師 ： 江守正多 

  ゲスト ： 塩田美奈子 

5. ハローワールドは１１月８日で原案どおり決定 

（太田小） 

 

 

 

 

 

 

幹事報告         中里泰久 幹事 

1. ガバナー事務所より 地区協議会報告書が届いており

ます 

2. 笠間ロータリークラブより移動例会、休会のお知らせ 

 １０月９日→１０月 5 日（日） 午前１０時３０分～ 

 水保全のため河川清掃 

 １０月３０日は休会になります。 

3. 岩瀬ロータリークラブより 移動例会のお知らせ 

 １０月１５日（水）１８：３０～（クラブフォーラム） 

4. ボーイスカウト筑西第１団より 

 総会のお知らせと名称変更の通知が届いております 

 下館第３団→筑西第１団に変更 

 総会 １０月１９日 午後６時より 光徳寺 

 

卓話            小島ゆり 会員 

           皆さんこんにちわ。今朝は早くか 

ら「赤い羽根募金活動」お疲れ様で 

した。本日は「新入会員卓話」とい 

うことでお時間をいただきました。 

５月末に入会させていただきまし

たが、ロータリーというと敷居が高いというイメージがあ

りましたが、幸運にも高校時代の恩師、羽田先生がいらっ

しゃって色々とアドバイスをいただきました。また、沢山

の方々から暖かい声をかけていただき、最近では例会が楽

しみになってきたところです。2 ヶ月前に永盛プログラム

委員長から卓話の話をいただき「ハーイわかりました」と

返事はしたものの今日の日が一日一日近づくにつれて不

安になってきました。何を話そうかと考えると眠れない夜

もありました。しかし、皆様に私「小島」を知っていただ

くよいチャンスと考え今回は二部構成で話をさせていた

だくことにしました。第一部は「小島」個人を第二部は

NTT 筑西営業支店での業務を理解していただこうと考え

ました。 

【第一部】 

 出身、血液型、星座、性格(長所・短所)、趣味、家族に

ついて

本日のプログラム 

●米山奨学生卓話 

次週のプログラム 

● １０月１５日 職場訪問例会 
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【第二部】お得な話について 

1.インターネットの利用状況 

2.NTT 東日本からのお得なお知らせ 

3.子供さんを対象にしたお得なお知らせ 

4.(財)日本電信電話ユーザー協会からのお得なお知らせ 

 

と、いうことで色々とお得なお話をさせていただきました。

何かあれば遠慮なくご相談ください。最後に皆さんとの交

流を大事にしながらロータリー活動という貴重な経験を

楽しみたいと考えています。 

今後共、ご指導方よろしくお願いします。 

 

赤い羽根・共同募金活動 

  

 

 

SMILE BOX      細谷貢 委員長 

 

荒川 洋一  本日の赤い羽根街頭募金、御協力有り難う 

       御座いました。 

       小島会員の卓話楽しみにしております。 

中里 泰久  本日は、早朝より赤い羽根街頭募金お疲 

       れ様でした。小島会員、卓話楽しみにして

おります。 

百目鬼 博行 小島さんの卓話楽しみにしています。 

鴨志田 寿夫 小島ゆり会員の卓話楽しみにしています。 

司代 隆之  小島ゆりさんの卓話期待して楽しみにし 

       ています。 

溝口 明洋  小島さんの卓話楽しみにしています。 

       頑張って下さい。 

新井 和雄  小島さんの卓話楽しみにしています。 

羽田 節子  小島さん楽しみにしています。頑張って下

さい。 

正根寺 幸雄 小島さんの卓話を楽しみにしています。 

根岸 隆男  本日の卓話楽しみにしています。 

小薬 拓巳  小島さんの卓話楽しみにしております。 

飯島 秀男  小島さんの卓話を記念して 

鈴木 光則  小島さんの卓話楽しみにしています。 

       又、早々と息子（陽太）が大学に合格し 

       ました。 

新井 雅勝  小島さんの卓話楽しみにしています 

田中 忍   赤い羽根街頭募金、早朝から御奉仕いただ 

       きありがとうございました。 

小島 ゆり  本日は、新入会員卓話と言う事でお話を 

       させて頂きます。よろしくお願いします。 

会員誕生   小林一彦・鈴木光則・新井和雄 

 

 

本日の合計 ￥37,000 円   累計 ￥516,000 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 

10/1 58 51 7 0 7 

 

 

メークアップ               

○9 月２５日  下館 RAC 

 川連秀典・鈴木光則・溝口明洋 

 

○９月２９日  東京浅草ＲＣ 

 諏訪哲也 

 

○１０月１日  赤い羽根募金運動奉仕（下館駅） 

 荒川洋一・中里泰久・井狩浩一・滝田昌甫・小倉利一 

 浜野紘嗣・大林稔・新井雅勝・新井利平・奥沢裕二 

 永盛宣也・大関幸政・関谷徹・中西悦夫・渡辺進 

 司代隆之・早瀬浩一・百目鬼博行・田中忍・溝口明洋 

 小薬拓巳・佐藤昭・羽田節子・正根寺幸雄・三代徳夫 

 小島ゆり・薗部浩重・諏訪哲也 

 

アクトコーナー          

○１０月第１例会のご案内 

 日付 ： １０月９日（木） 

 場所 ： アルテリオ 

 内容 ： ｢動物愛護について｣ 

となっております。皆様の御参加お待ちしております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 


