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会長挨拶         荒川洋一 会長 

今月はロータリー財団月間でございます。RI 会長テー 

マ｢夢をかたちに｣が実現できますよう寄付・宜しくお願い

致します。ロータリーの友に、｢記念コンサートで我等の

生業゛を歌って｣の記事がありました。皆さんは「ふるさ

と」や｢春の小川｣「朧月夜」などは、明治から大正にかけ

て尋常小学唱歌として発表され、作曲が岡野貞一、作詞が

高野辰之（たつゆき）だという事はご存じと思います。今

年は岡野貞一の生誕 130 年と云う事で記念コンサートが

郷土の鳥取市で行われ唱歌など 13 曲が歌われましたが、

その中にロータリーソング「我等の生業」がありました。

実は、この歌も二人のコンビの手によるものだそうです。 

創設当初の日本のロータリーではアメリカから入ってき

たロータリーソングを英語で歌っていたようですが、次 

第にオリジナル曲が求められるようになり、公募によって

入選したのが「奉仕の理想」と「我等の生業」他で、1935 

年（昭和 10 年）、京都の地区大会で発表されたとの事で

す。 

理事会報告        中里泰久 幹事 

１．50 周年記念式典実行委員会実行委員・予算原案が承    

  承認されました。 

１．12 月プログラムが承認されました。 

１．新春合同新年会は本年はしもだて紫水クラブ主催で 

1 月 13 日（火）つたやで開催されます。 

１．温暖化防止の為の啓蒙運動実行委員が承認されました。 

１．「西アフリカのブルキナファソに防虫蚊帳を贈ろう（小

さな命を救うために）」運動に協賛が承認されました。 

幹事報告         中里泰久 幹事 

１．真壁 RC より 会報受理 

１．結城 RC より 会報受理 

１．真壁 RC より 例会場所変更の案内受理 

  11 月４日はガバナー公式訪問 

１．岩瀬 RC より 例会場所変更の案内受理 

11 月 26 日 桜川市内各現場 

 

 

 

 

 

 

 

卓話            石島仁司 会員 

            

本日は新入会員卓話の

機会を与えていただき誠

にありがとうございます。

小林一彦様の推薦により、

歴史と伝統のある下館ロ 

ータリークラブに平成 20 年５月７日付で入会し半年が経

ちました。それでは簡単に自己紹介と広沢グループの案内

をさせていただきます。私は笠間市平町(旧友部町)に住ん

でおり、家族は妻と１男２女、関東つくば銀行退職後平成

１４年７月広沢グループの広沢観光株式会社に入社し現

在に至っております。 

広沢グループは、創造する複合体製造部門として株式会

社広沢製作所、株式会社育良精機製作所、育良精機株式会

社、キング工業株式会社、株式会社ビアンエアージャパン、

スタイル電子株式会社、日本特殊パイプ株式会社、株式会

社広沢記念研究所、廣澤香港有限公司、廣澤精機(深圳)、

貢献する複合体流通開発サービス部門として広沢商事株

式会社、株式会社カーズ・ヒロサワ、広沢観光株式会社、

広沢土地倉庫株式会社、育成する複合体教育・健康部門と

して学校法人広沢学園、つくばスイミングアカデミー、デ

イサービスセンターVividヒロサワ、農事組合法人広沢農

園、広沢健康保険組合、財団法人広沢育英会があります。

私の所属する広沢観光株式会社は、下館ゴルフ倶楽部、下

館パークゴルフ場、ビジネスホテル(つくば市、小山市)

の運営を行なっております。 

 最後に日本一の御神輿が登場する第５回わっしょいカ

ーニバルのＤＶＤを見ていただき、御神輿のすばらしさと

祭りの楽しさを感じていただけたことと思います。 

 

本日のプログラム 

●外部卓話 

次週のプログラム 

●１１月２６日 外部卓話 

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 

荒川 洋一  石島会員の卓話楽しみにしております。 

中里 泰久  石島さんの卓話楽しみにしております。 

石島 仁司  本日卓話を行いますので宜しく願います。 

新井 雅勝  石島さんの卓話楽しみにしています。 

大関 幸政  石島仁司さんの卓話を記念して。 

永盛 友治  石島会員の卓話を記念して。 

飯島 秀男  石島さんの卓話を記念して。 

百目鬼 博行 石島さんの卓話楽しみにしています。 

正根寺 幸雄 石島さんの卓話を楽しみにしています。 

羽田 節子  洋舞フェスティバル国民文化祭が無事に

終わりました。有り難うございました。 

溝口 明洋  石島さんの卓話楽しみにしていたのです

が、所用で早退させて頂くことになってし

まいました。申し訳ありません。 

諏訪 哲也   台北 TAIPEI TOA TIU TIAN へメイクに

行って来ました。女性の美人会長さんでし

た。 

結婚記念   田中忍・飯島康夫・鈴木光則・早瀬浩一  

早川誠二 

夫人誕生   浜野紘嗣・加藤昌美・小林一彦 

会員誕生   滝田昌甫・星野英夫・溝口明洋 

正根寺幸雄・永盛武・渡辺進・細谷貢 

 

 

 

本日の合計 ￥92,000 円   累計 ￥682,000 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 

11/5 58 54 4 0 7 

 

メークアップ               

・10 月 23 日 下館 RAC 

川連秀典 

 

・11 月 1 日 TAIPEI TOA TIU TIAN 

諏訪哲也 

 

・11 月  3 日 社会奉仕委員会 

渡辺進・小薬拓巳・滝田昌甫・飯島康夫・正根寺幸雄 

柳沢和巳 

 

創立５０周年記念実行委員会組織図 

開催予定日 平成 22 年 5 月 23 日（日） 

 

統括             井狩 浩一 

実行委員長          瀧田 昌甫 

副実行委員長         日向野 陽 

副実行委員長         浜野 紘嗣 

総務委員会委員長       荒川 洋一 

50 周年 SAA 委員長       百目鬼 博行 

友好クラブ委員会委員長    新井 利平 

記念ゴルフ大会委員会委員長  白井 信行 

記念事業委員会委員長     新井 和雄 

案内・登録・受付委員会委員長 関谷 徹 

式典委員会委員長       加藤 昌美 

式典懇親会委員会委員長    中里 泰久 

記念誌資料整理委員会委員長  鈴木 光則 

会計委員長          堀江 清彦 

 

ハローワールド 

 11 月 8 日筑西市立大田小学校で、今年度第 1 回のハロ

ーワールドが開催されました。今回は、10 名と多くのゲ

ストティーチャ―を筑波大学よりお招きし、子供達と各国

の生活や習慣などをお話され、クイズゲームなどをして 1

日国際交流を深めました。 

  

  

  

アクトコーナー 

★11 月第２例会のご案内★ 

・11/27（木）19：30～ RC 卓話 

RC 諏訪様の卓話になりますので、奮って御参加下さい！ 

 

 

 

 

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 


