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ようこそお客さま 

 

真岡ロータリークラブ               

飯田恒夫 様 

金子 剛 様 

三沢幸光 様 

 

会長挨拶         荒川洋一 会長 

 山口千草先生におかれましては、大変お忙しいところお

出かけ頂きまして有難うございました。本日の卓話、「篠

笛」楽しみにしております。よろしくお願い致します。 

 昨日、中里幹事と共にアルテリオで行われた第 32 期日

本語教室の開講式に行って参りました。この日本語教室は、

国際交流友の会が始めて 16 年目を迎えたということです。

今期の生徒数は約 60 名で、中国、フィリピン、ベトナム、

韓国、ブラジル、ペルーなどいろいろの国からの生徒が学

んでおりました。その内、約 3 分の 2 が中国だという事

です。生徒の印象はとても明るく、真面目で向上心を感じ

ました。この前の第 31 期の卒業式では、卒業生が日本語

でスピーチをするなど日本語が上手になり、外国人にとっ

てうれしい日本語教室だと感じました。今後も続けてほし

い教室だと思います。 

 

幹事報告         中里泰久 幹事 

1. RI より バーシンザム第 100 回国際大会の案内が届い

ております。 

1. 青少年育成茨城国民会議より 礼状とあいさつ・声か

け運動のポスターが届いております。 

1. ハンザー・フリー・ワールドより 書損じハガキ回収

と啓発活動共催のお願いが届いております。 

1. 国際奉仕委員会より 「この指に止まれ」活動支援ク

ラブの報告が届いております。 

1. 国際交流友の会の日本語教室開講式に会長と私で出席

してまいりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

篠笛              山口千草様 

～演奏者紹介～ 

山口千草さん（勿来在住） 

2004 年 07 月  山口流家元 山口千壽氏に師事 

2007 年 12 月  山口流名取 山口千草襲名 

2008 年 04 月  水戸ＮＨＫ文化センター講師 

    山口千草篠笛教室主宰 

2008 年 10 月 日立ヨークカルチャア教室講師 

 

～プログラム～ 

瑞  鳳        山口千壽作 

花嫁人形 

月の砂漠 

汐  風        山口千壽作 

ギター伴奏 中山勝司（下館ﾏﾝﾄﾞﾘﾝｸﾗﾌﾞ） 

秋  風（しゅうふう） 山口千壽作 

織  姫（おりひめ）  山口千壽作 

狐  舞（きつねまい） 山口千壽作 

 

・女竹の一節に穴をあけただけの日本古来の楽器が篠笛で 

す。オリジナル曲、長唄、民謡、叙情歌などいろいろな曲 

が演奏できます。 

 

  

 

・11 月 16 日（日）福島県いわき市のアリオスにてコンサ 

ートがあります。是非お出かけ下さいませ。お待ち致して 

おります。 

本日のプログラム 

●新入会員卓話（石島仁司会員） 

 

次週のプログラム 

●11月 12日（水）観劇（帝国劇場） 

    ミュージカル「エリザベート」 

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 

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 



SMILE BOX      細谷貢 委員長 

真岡ＲＣ 飯田恒夫様・金子剛様・三沢幸光様 

       50 周年よろしくお願いいたします。 

 

荒川 洋一  山口千草さん・中山勝司さん演奏楽しみに

しております。真岡ＲＣ金子剛さん・飯田

恒夫さん・三沢幸光さんようこそいらっし

ゃいました。 

 

中里 泰久  山口様、中山様本日の演奏楽しみにしてお

ります。どうぞよろしくお願いします。真

岡ＲＣの金子さん、飯田さん、三沢さんよ

うこそおいで下さいました。 

 

加藤 昌美  先日の職場訪問ではご協力を戴き誠に有

難うございました。鈴木由美さんようこそ

お出で下さいました。楽しみです。 

 

奥沢 裕二  真岡ＲＣの金子さん、飯田さん、三沢さん

ようこそお出で下さいました。真岡線植樹

時は大変お世話になりました。 

 

浜野 紘嗣  真岡ＲＣの皆様ようこそいらっしゃいま

した。RI 100 周年には大変お世話になり

ました。 

 

大林 稔   真岡 RC の御一行をお迎えして。 

 

プログラム委員会 永盛武・日向野陽・白井信行 

       山口千草さん、中山勝司さん演奏ありがと

うございます。 

 

感謝と奉仕  瀧田昌甫・小倉利一・星野英夫・堀江清彦・

大林稔・新井利平・渡辺進・早川誠二・ 

細谷貢 

メークアップ 

・10 月 25 日 社会奉仕委員会 

   加藤昌美・浜野紘嗣・百目鬼博行・古田貢一・ 

   早瀬浩一・日向野陽・川連秀典・溝口明洋・ 

   薗部浩重・小嶋勝五郎・佐藤昭・横山政人・ 

  中西悦夫・諏訪哲也・新井利平 

 

・10 月 26 日 社会奉仕委員会 

   岩崎晴男・川連秀典・加藤昌美・小嶋勝五郎・ 

   日向野陽・横山政人・古田貢一・中西悦夫・ 

   諏訪哲也・佐藤昭・百目鬼博行 

 

アクトコーナー 

『例会のご案内』 

・11 月 13 日（木） 19：30～ アルテリオ 

内容：国際交流友の会との交流会 

  （書道や手ぬぐい遊びなどの日本文化と触れ合う） 

となっていますので、皆様のご参加お待ち申し上げます。

RAC の例会に参加したことのない方は、是非とも楽しい

例会に来てください！ 

 

『会員紹介』 

下館 RAC 08－09 会長 杉山吉彦 

こんにちは。今年度下館ローターア

クトクラブ会長の杉山です。今年度は例

会に顔を出せる機会は少ないですが、そ

の少ない機会の中で会長としての職務

を全うしたいと思いますので、何卒宜し

くお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

本日の合計 ￥28,000 円   累計 ￥590,000 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 

10/29 58 43 15 0 7 

 

 

 

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 


