
 

 

 

 

 

 

 

 

 

会報 No.2124 前例会 No.2397 発行日：2009 年 1 月 28 日  前例会会報 No.2122 回  2009 年 1 月 14 日 (水 )

 

 

 

 

ようこそお客さま 

第 5 分区ガバナー補佐 真壁 RC 金子元則 様 

真壁 RC 会長エレクト 大塚忍 様 

 

会長挨拶         荒川洋一 会長 

 明けましておめでとうございます。皆様におかれまして

は輝かしい年をお迎えのこととお慶び申し上げます。今年

も昨年同様ご協力、ご指導の程よろしくお願い致します。 

 さて、がバナー補佐金子元則様にはお忙しいところ、お

出かけ下さいまして有難うございます。今年もご指導の程

よろしくお願い致します。また、地区クラブ奉仕委員長作

山吉永様には卓話を頂く事になっております。宜しくお願

い致します。 

 昨晩はしもだて紫水 RC、筑西きぬ RC との３RC 合同

新年会が行われ、新春を歓び、親睦を深めることができま

した。 

 また、一昨日の成人式の日に行われた、だるま市におき

まして昨年の６月１４日に発生しました岩手・宮城内陸震

災害義援金募金を行いました。社会奉仕委員会の皆様ご苦

労様でした。災害地の皆さんが早く日常の生活が出来る事

をお祈り申し上げます。 

 なお、新入会員の推薦が届いておりますので皆様にお計

り致します。永井啓一税理士事務所 代表 永井啓一様で

す。異議のある方は１週間以内に文書にて提出して頂きた

いと思います。 

 

 

理事会報告        中里泰久 幹事 

１．新会員 永井啓一さんの推薦が承認されました。 

 

１．CLP 検討委員会から上程されました。 

  委員会ならびに細則の変更が承認されました。 

 

１．２月例会プログラムが承認されました。 

 

 

 

 

 

 

 

幹事報告         中里泰久 幹事 

１．米山・財団の寄付金を先月送金いたしました。 

１．水戸・水戸西・結城各クラブより会報受理。 

１．日本ユニセフ協会よりユニセフニュース受理。 

１．真壁 RC より、ロータリーファミリー一分区大会の案

内＆登録用紙が届いております。 

１．ガバナー事務所より、地区大会登録申込取りまとめの

お願いが届いております。 

 

卓話         作山吉永 様 

 丑年にかけて牛の話から始まりロータリーの本質を以

下のように話された。      （情報委員長 大林稔） 

         第 2820地区クラブ奉仕委員長作山吉

永さんをご紹介致します。作山さんは、

2008－09 廣瀬年度のクラブ奉仕委員

長（兼）クラブ会員組織委員長として

2820地区を牽引しております。経歴は、

高萩ロータリークラブに 1991・7 に入

会し、2003－04 年度会長・尐林寺拳法 

道場を通して青尐年育成を生涯の仕事と位置づけて活躍 

しており高萩クラブは、もとより、2820 地区の地区役員 

として職業奉仕総括委員長を始め 6 回委員長を歴任して 

いる重鎮です。 

『組織』 

 1905 2.23 創立 4 人のメンバー 

   ポール・ハリス（弁護士）、シルベスター・シール

（石炭商）、ハイラム・ショーレー（仕立屋）、ガスタ

ーバス・ロアー（鉱山技師） 

 1907 ポール・ハリス会長就任 

   クラブ方針に増強・拡大、社会奉仕を打ち出す（定 

款改正）、ドナルド・カーターの意見を取る。 

 1923 決議 23-24 （セントルイス宣言） 

   「根本問題として、ロータリーは、自己のために利 

益を得ようとする欲望と、他人に奉仕 

しようとする義務感とそれに伴う衝動との間に常

に起こる争いを和解させようとする人生の哲学で

ある。この哲学は奉仕、すなわち『超我の奉仕』の 

 

本日のプログラム 

●外部卓話  お酒について 

         石岡酒造 社長 

次週のプログラム 

●２月１日 講演会 

  みんなで地球温暖化を防止しよう 

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 
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哲学であり、『最もよく奉仕する者、最も多く報い

られる』という実践倫理の原理に基づいている」 

『有名なロータリアン』 

１．ニール・アームストロング 

２．ウィンストン・チャーチル 

３．ウォルト・ディズニー 

４．トーマス・A・エジソン 

５．ジョン・F・ケネディ 

６．フィリップ・マウントバッテン 

７．レーニエ３世 

８．マーガレット・サッチャー 

９．クロード・ヴィトン 

10．オーヴィル・ライト 

 

SMILE BOX      細谷貢 委員長 

金子元則 様 公式訪問、よろしくお願いいたします。 

荒川 洋一  あけましておめでとうございます。今年も

よろしくお願い致します。金子元則様、作

山吉永様、大塚忍様、ようこそいらっしゃ

いました。本日もよろしくお願い致します。 

       又、岩手・宮城内陸地震の募金では、社会

奉仕委員会の皆様ご苦労様でした。 

中里 泰久  新年おめでとうございます。本年もよろし

くお願いします。作山さん、本日の卓話よ

ろしくお願い致します。金子さん、大塚さ

んようこそお出で下さいました。 

大林 稔   21 年の初例会「おめでとうございます。」 

       2820 地区クラブ奉仕委員長(兼)クラブ会

員組織委員長 作山吉永さんの卓話、楽し

みにしております。 

新井 雅勝  新年あけましておめでとうございます。本

年もよろしくお願い致します。金子ガバナ

ー補佐、ようこそおいで下さいました。 

浜野 紘嗣  作山委員長、金子補佐、ようこそいらっし

ゃいました。 

司代 隆之  新年おめでとうございます。本年もよろし

くお願い致します。金子ガバナー補佐よう

こそおいで下さいました。 

高橋 秀夫  あけましておめでとうございます。昨今の

不景気でめでたさも、中の下位なりおらが

春。 

中丸 健   新年おめでとうございます。ﾊﾝ･ｼｮｳﾌｳさん

の来訪を歓迎して。 

加藤 昌美  新年おめでとうございます。本年も宜しく

お願い致します。金子ガバナー補佐、昨夜

に続き御苦労様です。第 2820 地区クラブ

奉仕委員長 作山さんようこそおいで下

さいました。 

小嶋 勝五郎 本年もよろしくお願いいたします。 

鈴木 光則  作山さん、金子さん、大塚さんウェルカム。 

 

 

 

溝口 明洋  新年おめでとうございます。本年もよろし

くお願い致します。作山様、ようこそおい

でいただきました。卓話楽しみです。 

百目鬼 博行 あけましておめでとうございます。今年も

よろしくお願い致します。 

奥澤 裕二  今年は黒毛和牛のイメージしたロータリ

ーライフを送ろうと思っています。 

三代 徳夫  新年おめでとうございます。本年もよろし

くお願いいたします。 

諏訪 哲也  真壁 RC 金子ガバナー補佐・大塚パスト会

長さん、ようこそ！ 

飯島 秀夫  新年おめでとうございます。今年もよろし

くお願いいたします。 

プログラム委員会 永盛武・日向野陽 

       作山委員長の来訪を祝して。 

スマイル BOX 委員会 細谷貢・星野英夫・早川誠二 

       明けましておめでとうございます。前期は

スマイル BOXのご協力ありがとうござい

ました。後期もご協力よろしくお願い致し

ます。 

宮川 早智子 皆様明けましておめでとうございます。本

年もどうぞ宜しくお願い致します。 

 

会員誕生   羽田節子・浜野紘嗣・高橋秀夫・加藤昌美・

小嶋勝五郎 

 

 

夫人・配偶者誕生   

永盛武・高橋秀夫・羽田節子・溝口明洋 

 

結婚記念   荒川洋一・高橋秀夫・司代隆之・石島仁司 

 

 

本日の合計 ￥105,000 円   累計 ￥954,000 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 

1/14 56 44 12 0 6 

 

 

メークアップ 

・1 月 10 日 真壁 RAC40 周年記念式典 

    荒川洋一・中里泰久・鈴木光則・川連秀典 

 

 

 



・1 月 12 日 社会奉仕委員会（だるま市に於いて） 

    荒川洋一・百目鬼博行・古田貢一・細谷貢 

早川誠二・井狩浩一・加藤昌美・溝口明洋 

中西悦夫・司代隆之・滝田昌甫・渡辺進 

羽田節子・正根寺幸雄・小島ゆり・新井利平 

新井雅勝・日向野陽・中里泰久・奥澤裕二 

諏訪哲也 

 

 

３RC合同新年例会 

 平成 21 年 1 月 13 日  

 つたやホテルで３RC 合同新年例会が開催されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 


