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会長挨拶         荒川洋一 会長 

３月３日のひな祭りが終わり、庭では４，５日前

から鶯がさえずり春到来と思いたいところですが、

昨晩は雪が降り、菜種梅雨が続いております。 

先日、来年度のロータリー米山奨学生が決定した

との連絡がありました。下館ロータリークラブは中

国国籍の陳 莉（チン リ）さん、女性です。陳さ

んは、現在筑波大学で４月から同大学システム情報

工学研究科、経営・政策学科を専攻するとのことで

す。卒業後は、日本で日中ビジネス関係の仕事につ

き、将来、日中ビジネスの懸け橋として、また、日

中文化の交流、日中友好に努めたいとのことです。 

 

理事会報告        中里泰久 幹事 

1. ４月のプログラムが承認されました。 

1. 理事会に次年度幹事をオブザーバーとして出席

させることが決定されました。 

1. 保管資料整理委員会を早急に立ち上げることが

決定しました。 

1. 次年度運営資金として３０万円を拠出すること

が決定しました。 

 

 

幹事報告         中里泰久 幹事 

1. 岩瀬 RC より会報受理。 

1. IM の記念品が後ろのテーブルの上に置いてお

きましたので、まだ受け取っていない方は帰り

にお持ち帰りください。 

1. 皆様の BOX の中に４月１２日、土浦市民会館

で行われます地区大会の参加申込書を入れてお

きましたので、参加の方はバス利用か自家用車

かご利用の方に○印をつけて、中西副幹事か私

の所まで、お手数ですがご持参下さい。 

1. 高梁 RC より弔電のお礼が届いております。 

 

 

 

 

 

 

 

卓話          渡辺進 会員 

 ２月１日の講演会につきましては御協力有難うご

ざいました。お蔭様で滞りなく終了致しましたこと

を厚く御礼申し上げます。 

今回は入場券１５００枚を教育委員会、各公民館、

記者クラブ、各種団体、７ＲＣ、ＲＡＣ、市民の方

などに配布いたしましたが、当日の入場者は約半分

でした。もう少し多い入場者を期待しておりました

が残念でした。広報のあり方、入場券の配布方法に

問題があったのかもしれません。反省をしていると

ころです。しかし、講演の内容、コンサートの内容

につきましてはとても良かったのではないかと思い

ました。ここで、当日行ったアンケートの結果を申

し上げたいと思います。 

 

 

講演会アンケート 

 

今後の事業の参考にしたいという事でアンケート

を取りました。 

 

１.回収された数：187 名 男約１９％ 女８１％ 

 

２.年齢別：４９歳まで   ８％ 

      ５０代   １７％ 

６０代   ４３％ 

７０代以上 ３２％ 

 

３．質問内容 

 ①講演会「地球温暖化の現状と将来予測」は参考 

になりましたか？ 

１．大変参考になった・・・・・・５３％ 

２．参考になった・・・・・・・・４５％ 

３．普通・・・・・・・・・・・・ ２％ 

４．あまり参考にならなかった・・ ０％ 

 

 

 

本日のプログラム 

● アクト会員卓話  

小川幸恵会員・関谷智充会員 

次週のプログラム 

● 

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 

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／Make Dreams Real 

次週のプログラム 

●清水清地区財団委員長 卓話 



今週号から新たなコーナーをつく

りました。 

メンバーの皆様にお知らせしたい

情報(楽しい・お得・便利等)を随時

掲載し共有したいと思います。 

 ②皆さんのエコ実践状況について教えて下さい。 

１．すでにしている・・・・・・・７９％ 

２．今日からしてみたい・・・・・２０％ 

３．興味がない・・・・・・・・・ １％ 

 

③只今の質問の中で「１．すでにしている ２．

今日からしてみたい」を選んだ方で具体的にど

のような事を行っていますか（行いたいです

か）？ 

１．クールビズ、ウォームビズ・・１９％ 

２．エコドライブ・・・・・・・・１５％ 

３．うちエコ・・・・・・・・・・２６％ 

４．エコバック・・・・・・・・・４０％ 

④「塩田美奈子コンサート」はいかがでしたか？ 

１．大変良かった・・・・・・・・８５％ 

２．良かった・・・・・・・・・・１４％ 

３．普通・・・・・・・・・・・・ １％ 

４．あまり良くなかった・・・・・ ０％ 

以上でございますが、このアンケートを見て感じ

ました事は、５０、６０、７０代の女性はかなり関

心を持っているようですが、塩田美奈子さんの影響

を差し引いても若い人や男性に関心が薄いように感

じました。 

塩田美奈子さんはお子様が「氷が溶けて北極グマが

溺れて死んでしまう」と学校で教わり、家の電気ス

イッチをバチバチ切ってしまうとこぼしておりまし

た。改めて教育の大切さを感じているところです。 

 これから、啓蒙運動は出来れば続けて行きたいと

思いますが、今回作成したＤＶＤの講演の部分を学

校や、公民館、各種団体などに貸し出すのも一つの

方法ではないかと思いました。 

 

ＳＭＩＬＥ ＢＯＸ   細谷 貢 委員長 

中里 泰久  渡辺さん卓話楽しみにしております。 

 

結婚記念   星野英夫・日向野陽・大林稔 

小島ゆり・加藤昌美・菊地祥明 

正根寺幸雄 

 

夫人誕生   滝田昌甫・永盛宣也・小嶋勝五郎 

岩﨑晴男・飯島秀男・佐藤昭 

 

会員誕生   大関幸政・早瀬浩一・菊地祥明 

 

本日の合計 ￥81,000 円  累計 ￥1,174,000 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 

11/19 55 46 9 0 7 

 

メークアップ 

・2/16 筑西きぬＲＣ 鈴木光則 

・2/26 下館ＲＡＣ  中西悦夫 

 

アクトコーナー 

☆３月第２例会  

３月２６日（木） １９：３０～ アルテリオ 

ＲＣ卓話 下館ＲＣ 郡定兵衛 様 

 

 貴重なお話が伺えます。是非ご参加下さい。 

 

会報委員会コーナー 

 
                    

                           

 

 

 

1.定額給付金に関するお知らせ 

 筑西市では現在、「定額給付金」一人当たり 1万 2

千円(65 歳以上、および 18 歳以下は 2 万円)の準備

を進めているそうです。楽しみですね。皆さんはど

のように使う予定ですか? 

 私達の元には３月１８日頃、申請書（請求書）の

書き方、申請・給付の手続きや必要書類などを記載

した案内等が同封された申請書が届く予定です。申

請期限は 9月 18日です。早めに申請しましょう。 

なお、申請において不明な点があった場合、市か

ら問い合わせを行うことがありますが、ＡＴＭ（銀

行やコンビニ等の現金自動預払機）の操作をお願い

することや、給付のための手数料の振込を求めるこ

とは、絶対にないそうです。 

 

２.ＤＶＤの貸出しについて 

 2 月 1 日に開催された講演会「第 1 部・地球温暖

化の現状と将来予測」「第 2部・塩田美奈子コンサー

ト」のＤＶＤを貸出し致しますので会報担当まで申

し出てください。 

 
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 

是非、掲載して欲しいという情報があれば会報担

当までお知らせください。 

 

 


