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ようこそお客さま 
しもだて紫水ＲＣ 萩原亢雄様 

 

 

会長挨拶         荒川洋一 会長 

 本日の例会は、当クラブが昭和 35 年、柏原孫左衛門ガ

バナー、風戸元愛特別代表のご指導により、水戸 RC をス

ポンサークラブとして会員 28 名で発足し、同年 6 月 18

日に RI 加盟承認以来、日を重ねて 2400 回を迎えること

が出来ました。これは、会員の皆様が奉仕の理想を求め続

けた賜物と思います。2400 回はこれからも続く歴史の通

過点かもしれませんが、この日の重みを噛締め､更なる発

展を望みたいと思います。 

 今日は、SAA の計らいでお赤飯を用意いたしました。

2400 回の例会を記念して、ささやかにお祝いしたいと思

います。2400 回おめでとうございます。 

 去る 2 月 1 日筑西市民会館で行われた「みんなで地球

温暖化を防止しよう」の講演会では実行委員会の皆さんを

はじめ、会員の皆様にはご協力ありがとうございました。

お陰様で成功裡のうちに終了することが出来ました。 

 江守正多先生には「地球温暖化の現状と将来予測」につ

いての講演を頂きましたが、先生は学問だけでなく、当日

はペットの容器は温室効果ガスを発生するからとの事で

ペット入りの飲み物は遠慮され、また、マイ箸を使用する

など、私生活でも徹底してエコを実践されている様子には

頭が下がる思いでした。そして、塩田美奈子さんの素晴ら

しい歌声や、富山市長はじめ、萩原、清水両パスト･ガバ

ナー、金子、坪田両ガバナー補佐に出席していただき華を

添えて頂きました。 

 

理事会報告        中里泰久 幹事 

1.3 月のプログラムを承認。 

2.飯島康夫会員、永盛友治会員の退会を承認。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

幹事報告         中里泰久 幹事 

1.真壁 RC より 2 月 17 日の例会は 15 日の IM に振替 

との連絡。 

2.岩瀬 RC より 2 月 11 日の例会は 15 日の IM に振替 

との連絡。 

3.財団より年次報告書が届いております。 

4.内藤ガバナー・エレクト事務所より GSE チームリー

ダー・派遣団員募集の案内が届いております。 

2009 年 8 月 21 日～9 月 21 日(派遣期間) 

5.ガバナー事務所より 第 17 回地区大会の奉仕プロジェ

クト、パキスタンへの物資支援の協力お願いが来ており

ます。 

 新世代奉仕委員会へ渡しておきます。

 

 

新入会員卓話    三代 徳夫 会員 

 昨年 5 月に入会し、はや

10 ヶ月がたとうとしてお

ります。入会前、ロータリ

ーと言う言葉は知ってお

りましたが、どのようなク

ラブなのか？偉い方ばか

りで私のようなものが参 

加してもいいものなのか･･･など悩みました。ロータリア

ンとして何が出来て、何をしなくてはならないのか･･･未

だにはっきり見えていないような気がしますが、奉仕によ

る社会貢献の心を大切にして努力していきたいと思いま

す。まず、私、三代という人間について紹介させていただ

きます。昭和 35 年 5 月 5 日長男として茨城県日立市に生

まれました。下館ロータリーと同じ時期に生まれたのです。

小学校ではソフトボール、中学校ではサッカー部に所属し

ていました。高校は水戸商業高校へ入学。ここでもサッカ

ー部に入部。3 年の時、全国高校サッカー選手権大会・古

河一高との決勝。テレビ放送があることもあり、前夜から

緊張してしまい、試合中も地に足がつかない状態でした。

結果は 2 対 1 で敗れてしまったのですが、なんとその古

河一高が本大会で優勝！もし私達が勝っていたら･･･ 

 

 

本日のプログラム 

●外部卓話   佐藤 久造 氏 

教育とメロンづくり 

 

次週のプログラム 

●３月 ４日   

「みんなで地球温暖化を防止しよう」を終えて 

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 

次週のプログラム 

●２月２５日 外部卓話 

次週のプログラム 

●２月２５日 外部卓話 

 



人生変わっていたかもと想像するのは勝手でよろしいで

しょうか。大学でもサッカーを続け、現在の水戸証券入社

後も･･･。まさにサッカー漬けの 20 年でした。 

 これよりは弊社、水戸証券の PR をさせていただきます。 

証券会社とは有価証券の売買、売買の仲介業であり法律上

金融庁の管理下にあり、金融商品取引業者に当てはまりま

す。現在、水戸証券の支店は 27 店舗、社員数は 702 名。

主な業務は、株式売買の委託手数料、投資信託、債権など

の販売手数料、引受けなどの手数料などの収入が主になっ

ております。昨年 9 月以降 14,000 円あった日経平均は、

リーマンブラザーズの破綻以降急落し、10 月には 8,000

円割れまでありました。今後の予想ですが、2 月～3 月中

旬にかけて下落、4･5･6･月と持ち直し、秋口 9 月中間予

想にかけて下がり･･･とあがったり下がったりを繰り返す

と予想しています。下落要因は、サブプライムローンによ

る金融不安、金融危機、全世界の景気後退、企業業績への

不安･･･など下げのための材料は事欠きません。では、期

待要因としては、昨年からの金融危機に対する公的資金や

景気浮揚のための資本注入です。アメリカ・ヨーロッパ･

中国を中心に合計 200 兆円とも 300 兆円ともいわれてい

ます。アメリカでは新たにバッドバンクという機関の設立

を目指しているようです。また、中国経済の早期立ち直り

がアメリカ･日本の動向を左右すると思っています。日本

企業は今期 70％程度減益を発表しており、不透明な所も

多くかなり大幅に下方修正してきたように思われます。従

って、悪材料を尐しずつ織り込みながら年後半から立ち直

ると予想しています。最後に、現在支店は駅单口にありま

すが 3月 9日(月)に駅北口スピカの前に移転することが決

まりました。移転までまだ時間がございますが、今まで同

様ご愛顧承りますようよろしくお願い致します。 

 

SMILE BOX      細谷貢 委員長 

萩原亢雄(しもだて紫水 RC)様 

 「みんなで地球温暖化を防止しよう」講演会おめでとう 

ございました。懇談会も家内と共に出席させていただきと

ても楽しいひとときを過ごさせていただきました。 

荒川 洋一  2400 回の例会おめでとうございます。「み 

んなで地球温暖化を防止しよう」講演会で 

は実行委員の皆様をはじめ、会員の皆様に 

はご協力ありがとうございました。お礼申 

し上げます。三代会員の卓話楽しみにして 

おります。 

中里 泰久  三代会員卓話楽しみにしております。 

百目鬼 博行 第 2400 回例会を祝して。 

       三代さんの卓話楽しみにしております。 

川連 秀典  三代さんの卓話楽しみです。がんばって下

さい。 

小薬 拓巳  三代さんの卓話楽しみにしております。ま

た、2 月 1 日の講演会にて何とか司会の大

役をまっとうできました。ご協力ありがと

うございました。 

 

 

溝口 明洋  三代様の卓話楽しみにしています。 

薗部 浩重  例会 2400 回を記念して。 

小嶋 勝五郎 三代さんの卓話を記念して。 

正根時 幸雄 三代さん立春第一声の卓話楽しみです。 

飯島 秀男  三代さんの卓話を記念して。 

三代 徳夫  本日、自分の卓話に感謝して。 

早川 誠二  三代さん景気の行く末を教えてください。 

 

配偶者誕生  星野英夫・小薬拓巳 

結婚記念   三代徳夫・飯島秀男・白井信行・浜野紘嗣 

会員誕生   古田貢一・柳沢和巳 

 

 

本日の合計 ￥75,000 円   累計 ￥1,064,000 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 

2/4 54 47 7 0 7 

 

 

Ｉ Ｍ（ﾛｰﾀﾘｰﾌｧﾐﾘｰ分区大会・2月 15日） 

ホストクラブ：真壁ロータリークラブ 

IM 開催の目的は、ロータリーアンの親睦と友愛をはか

り、ロータリーの理解を深めることにあるとされている。

今回は３部構成とし、 

第１部 開会行事と清水 IMカウンセラー講話 

第２部 ぐるっと探検真壁の雛めぐりと人形浄瑠璃真

壁白井座公演「夫婦松菟玖波曙」の観賞 

第３部 閉会行事と地域色の豊かな密度 

の濃い企画となりました。このロータリーファミリー分区

大会を通して親睦を深めていただくと同時に明日からの

ロータリー活動のエネルギーとしていただければホスト

クラブとしてこの上ない喜びでございます。 

 

 

 

 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 


