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会長挨拶         荒川洋一 会長 

 一昨日 2 月 23 日はロータリー創立記念日でございまし

た。皆さんもご存じの通り、２０世紀初頭のシカゴ街は、

社会経済の発展の陰で、商業道徳の欠如が目立ち、この風

潮に耐えかねたポール・ハリスは友人３人と、「お互いに

公正な取引をし、仕事上の付き合いがそのまま親友関係に

発展する仲間を増やしたい」との趣旨でロータリークラブ

が 1905 年 2 月 23 日に誕生しました。しかし、現在の社

会経済を考える時、職業倫理を重んじなければならない私

達にとって、改めて創立記念日の意義を考えてみたいと思

います。また、今月は世界理解月間です。「平和は暴力に

よって得ることは出来ない。それは理解を通じてのみ得る

ことが出来る」と云う、アメリカの詩人ラルフ・ウォルド

ー・エマ－ソンの言葉を思い出しました。2 月 15 日は真

壁で IM が行われました。会員の皆様には大勢ご参加頂き

ありがとうございました。真壁の雛めぐりと白井座公演を

楽しむ事が出来たのではないかと思います。当クラブと友

好クラブ締結予定の岡山県高梁 RC 会長の横内向洋様が

逝去されました。心からお悔やみ申し上げます。本日は「教

育とメロンづくり」との演題で佐藤久造様に卓話をお願い

して御座います。佐藤様にはお忙しいとは存じますが宜し

くお願い申し上げます。本日より永井啓一様がご入会致し

ます。おめでとうございます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新入会員  永井啓一 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

幹事報告         中里泰久 幹事 

１．笠間 RC より例会場・時間変更の知らせ 

2 月 26 日→2 月 22 日の IM に変更 

3 月 5 日→3 月 7 日芸術の森公園 

 

１．下館国際交流友の会より 食文化交流会の案内が届い 

  ております 

  3 月 1 日 PM12:00~14:00 アルテリオ 1F 

 

１．２月 1 日開催の講演会&コンサートの礼状が届いてお 

  ります。おかげで地球温暖化の意識がたかまりました

との事です 

 

１．高梁 RC 会長 横内向洋さんがご逝去されました。 

ここに謹んでご冥福をお祈り致します 

 弔電を日向野会員にお願い致しました 

 

１．ガバナー事務所より委嘱状が届いております。 

大林 稔会員→クラブ組織・R 家族委員長 

新井 雅勝会員→青少年交換委員 

鈴木 光則会員→ローターアクト委員 

新井 和雄会員→補助金委員 

 

１．米山記念奨学会より 米山功労クラブの感謝状と功

労者（荒川洋一会員・永盛武会員・大林稔会員）に記

念品が届いております 

 

１．水戸 RC・水戸西 RC・下妻 RC より会報受理 

 

１．２月 15 日に開催された IM の記念品を出口のテーブ 

  ルの上に置いておきますので帰りにお持下さい。 

 

１．ガールスカウト 28 団より 発団 25 周年記念の礼状 

  が届いております 

 

１．米山記念奨学会より 次年度の奨学生の案内が来てお

ります 

 

本日のプログラム 

●「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 

次週のプログラム 

● ３月１１日  アクト会員卓話 
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卓話             佐藤 久造様 

              「教育とメロンつくり」 

 

今日は百姓を40年やって

きて見たこと、体験したこ

と、感じたことを話しさせ

ていただきます。 

我々の環境は自動車業界 

と同じく厳しい情況です。私は夏にメロン・スイカを秋に

葉物である白菜・水菜を栽培しております。普通は市場や

農協をとおして販売しますが、私は15年前から自由にスー

パーと取引して自分で作ったものを、責任をもって販売し

ています。しかし競争が激しいので更によい物を作ろうと

必至でやっています。メロン作りを通して感じたことです。

種をまき、苗をつくり畑に定植するわけですが厳しい環境

で育てると苗も強くなります。普通は水を沢山あげれば良

いと思うでしょうが、プロは必要以上に水分の調整をしま

す。水分が少ないぶん目が出るのに時間がかかりますがし

っかり根をはり、実を持った時に力が強いのです。自然の

中を雑草のごとく生き抜く自然界の種の中にはそのよう

な遺伝子になっているのだと考えています。私はメロンを

育てるのにミツバチを使っています。ミツバチは一日中蜜

を集めてフラフラになって帰ってくるのを見て自分も子

供の為に頑張ろうと励みになります。また、ツバメの親は

子供が小さい時には頻繁に餌を運びますが、巣立ちの前は

ほとんど餌をやらずに厳しい環境において子供を強くな

るよう意識して育てています。人間は過保護にすると良く

ないといわれているのに失敗していますが自然に生きて

いる彼らは失敗をしていません。自然の驚異を感じている

ところであります。また、食の安全・環境問題が問われて

いますが、私は有機農法に取り組んでいます。科学肥料を

使わず、虫に食われないよう黄色のテープをはるなど工夫

したり草も一本一本手でとっています。どうしても手間が

かかり単価が高くなってしまいます。しかし、若いお母さ

ん達が子供に高くても安全なものを食べさせてあげたい

と買っていく様子をみて、自分の付加価値をつけた百姓に

自信をもって今後もやっていきたいと思っています。日本

の食糧の自給率は38%だそうです。外国との競争に負けず

に日本の若者が百姓に取り組める環境を作るためにも異

業種の方々に日本の農業を応援してほしいと考えていま

す。 

SMILE BOX      細谷貢 委員長 

荒川 洋一  佐藤久造様卓話宜しくお願い致します。 

       永井啓一様ご入会おめでとうございます。 

       宜しくお願い致します。 

中里 泰久  永井さんご入会おめでとうございます。 

       佐藤さんようこそ本日の卓話宜しくお願

いします。 

永井 啓一  入会させて頂きます。宜しくお願いします。 

大林 稔   新入会員永井さんの入会を祝して。 

 

 

関谷 徹   今月もニューモラルを配布させて頂き 

       ます。 

日向野 陽  佐藤さんの卓話を記念して。 

永盛 武   佐藤さんの卓話を記念して。 

加藤 昌美  永井さんご入会おめでとうございます。 

       又、佐藤久造さんの卓話楽しみです。 

川連 秀典  佐藤久造さん、卓話頑張って下さい。 

羽田 節子  永井先生新入会おめでとうございます。 

小島 ゆり  佐藤さん本日はようこそ。卓話楽しみにし

ています。 

溝口 明洋  永井さんの入会を記念して。佐藤久造さん

の卓話を楽しみにしています。 

佐藤 昭   佐藤久造様卓話楽しみにしています。 

司代 隆之  永井啓一様の入会を記念して宜しくお願 

       い致します。佐藤久造さん卓話楽しみにし

ています。 

小薬 拓巳  佐藤さんのお話楽しみにしております。 

感謝と奉仕  郡 定兵衛・早川 誠二・渡辺 進・ 

星野 英夫・堀江 清彦浜野 紘嗣・ 

大関 幸政・中丸 健・新井 利平 

 

本日の合計 ￥30,000 円   累計 ￥1,094,000 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 

2/25 55 47 8 0 7 

 

メークアップ         

・2 月 14 日 しもだて紫水 RC 

     諏訪 哲也 

・2 月 15 日 ガールスカウト茨城 28 団 25 周年記念式典 

 諏訪 哲也・中西 悦夫 

・2 月 22 日 しもだて紫水 RC 

    溝口 明洋・大林 稔・川連 秀典 

・2 月 22 日 2820 地区 米山奨学生 期間終了式 

    永盛 宣也・中丸 健 

 

アクトコーナー            

★３月第１例会のご案内★ 

・ 3 月 12 日（木） 19：30～ 下館スポーツヴィラ 

・ RC 交流会 

・クラブ奉仕委員会担当になります。RC の皆様、奮って

ご参加下さい。 

 

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 


