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会長挨拶         荒川洋一 会長 

本日は、西村様におかれましては御忙しい所お出かけ下

さいまして有難う御座いました。卓話宜しくお願い致しま

す。楽しみにしております。先日 3 月 27 日に 7RC の会

長幹事会が行われ、同席されました萩原パスト・ガバナー

から「ロータリー日韓親善会議」についてのお話がありま

した。 

 この会議は隣国同士の友好を深めようと 1982年 4月に

第 1 回日韓親善会議が行われ、その後、回を重ねておりま

したが、この度、今年 9 月 4・5 日にソウルのハイアット・

ホテルで日韓親善会議が行われとの事です。日本から 500 

人の参加を希望、詳細については後日お知らせするとの事 

でした。 

 昨晩、日本語教室の開校式がアルテリオで行われました。 

開校式では生徒の日本語によるスピーチ、又、民族衣装を

まとってのスリランカの舞踊、インドネシアのバンブーダ

ンスなどの余興もあり楽しいひと時でした。又、教室には 

宇都宮から通っている生徒もおり、教室の存在意義を感じ

た所です。 

 今月の、11、12 日は地区大会で御座います。御参加宜

しくお願い致します。 

 新井利平会員の退院おめでとうございました。 

 

理事会報告        中里泰久 幹事 

1.5 月プログラムが承認されました。 

1.横山会員、丸山会員の退会が承認されました。 

1.整理委員会委員が承認されました。 

 滝田さん、日向野さん、浜野さん、井狩さん、加藤さん 

 荒川さん、中田さん、鈴木さん、新井（和）さん、 

 中里さん 以上１０名 

1.下妻クラブ 40 周年記念式典の登録料はクラブ負担で承 

 認されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

幹事報告         中里泰久 幹事 

1. 真壁 RC より 例会場変更の案内が届いております。 

 4 月 2 日 6 時 30 分 宍戸ヒルズ GC 

 4RC 観桜会 

 4 月 12 日 地区大会 

 

1. 霞ヶ関元気シンポ実行委員会より「よみがえれ水とい

きもの」ご賛同とご協力のお願いが届いております。 

 

1. 地区大会の出席者が少ないので本日受付けております

ので宜しくご協力下さい。 

 

ﾒｰｸｱｯﾌﾟあれこれ 筑西きぬRC 西村有一様 

 先週に続き今週もメーク

アップさせて頂き、本日は卓

話をさせて頂きます。先週は、

コーヒーショップで荒川会

長、中里幹事、卓話者トミ

ー・植松さん、永盛プログラ

ム委員長さんとロータリー

談義をしておりましたが事

もあろうに国際人のトミー

さんを前にロータリアンは

世界の 168 ヶ国 3 万 2 千ク

ラブ例会にメークアップ出来る素晴らしい特典がある事

が良きロータリーの 10 ヶ条に記されていると話しており

ましたら、突然永盛さんから西村さん来週の例会で是非素

晴らしきロータリー10 ヶ条について話して下さいと依頼

されました。50 年の歴史を持つクラブの大先輩を前にし

てロータリーの話をするなどとても出来ない事と強いて

お断り致しましたが悪い事にロータリーの大先輩の日向

野君も一緒にいましたので、「おい西村、ロータリアンは

お願いされたらこれを断らないと言う大事な事を忘れた

のかい！」と言われてしまいまして、誠に災いもとで御座

いまして、お引き受けをする事になってしまいました。大

先輩も多勢おられます。間違った事もお話してしまうと思

いますがどうか笑って聞いてやって下さい。 

 

 

 

本日のプログラム 

● 外部卓話 

萩原パストガバナー 

次週のプログラム 

●４月２２日 外部卓話 

小石川巧氏 

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 

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 



※ロータリーの素晴らしき 10 ヶ条※ 

○ロータリーは人を作り心を作る人生修養道場である 

○ロータリーは素晴らしい人生の出会いの場である 

○ロータリーは時間に厳格である 

○ロータリーに拒否権はない 

○ロータリーは日々新たなり 

○ロータリーは長寿に最高なり 

○ロータリーは平等である 

○ロータリーは個人奉仕が基本である 

○ロータリーの原理は素晴らしい 

 21 世紀は心の時代 人間主役の時代 

○ロータリーの組織と管理原則は卓越している 

ロータリークラブはそれぞれ職業の異なった人達の中で

自分を磨き人間性を極めていこうと心がけ人達の人生修

養道場ですから「誰が悪い。彼が悪い」と言う事でなく、

各人がそれぞれの長所を認め合い、寛容の精神を養う事が、 

大切であります。ロータリーは「学歴、財産」といった物

ではなく自分が持っていない物を持っている人達・職業の

違う人達と交際する事で「触れ合い」を大切にする場であ 

ります。皆様も良きロータリーを発見し、ロータリーの目 

的である「友達を作り、ロータリーの輪を広げよう」と言

う事をもう一度認識を新たにロータリーライフを楽しい 

ものにしてほしいと思うものであります。 

 

SMILE BOX      細谷貢 委員長 

西村 有一様 先週に続いてメーク致します 

       本日は卓話をさせて頂きます 

荒川 洋一  西村有一様ようこそいらっしゃいました 

       本日の卓話宜しくお願い致します 

中里 泰久  西村さん卓話楽しみにしております 

井狩 浩一  筑西きぬクラブの西村様の卓話を祈念し 

       て 

星野 英夫  西村さんの卓話を記念して 

大林 稔   西村さんの卓話を楽しみにしております 

浜野 紘嗣  西村さんご苦労様です 

       卓話楽しみです 

PG 委員会 

日向野・永盛 西村さんの卓話を記念して 

新井 雅勝  西村さんの卓話楽しみにしています 

新井 利平  議会も 18 日に終了しました 

       ただ皆様方には何かとご迷惑、ご心配をお

かけ申し訳ありませんでした 

       本日より元気になり出席致しました 

       宜しくお願い致します 

加藤 昌美  西村有一さんの卓話楽しみです 

新井 和雄  西村さん卓話楽しみにしています 

関谷 徹   西村様の卓話を記念して 

正根寺 幸雄 西村さんの卓話を楽しみにしています 

鈴木 光則  ようこそ 西村さん 

永井 啓一  あらためまして 宜しくお願いします 

細谷 貢   西村様の卓話を記念して 

 

 

会員誕生   根岸隆男 

配偶者誕生  井狩浩一・荒川洋一・大林稔・大関幸政・

関谷徹・百目鬼博行・菊池祥明・中西悦夫・

早瀬浩一・早川誠二 

結婚記念   中西悦夫・井狩浩一・羽田節子・中丸健・

中里泰久・永盛武・根岸隆男・百目鬼博行・

渡辺進 

 

本日の合計 ￥29,000 円   累計 ￥1,414,000 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 

4/1 53 45 8 0 6 

 

メークアップ 

・3 月 26 日 下館 RAC 

 鈴木光則 日向野陽 

・3 月 28 日 RAC 第 17 回 2820 地区大会 

 川連 秀典 早瀬浩一 鈴木光則 

 

2008-2009 地区大会         

4 月 11 日（土）・12（日）土浦市民会館で、国際ロータリ

ー第 2820 地区大会が盛大に実施されました。 

なお、下館ロータリークラブは「研究グループ 特別功労

賞」を受賞しました。 

  

 

アクトコーナー          

★４月第 2 例会のご案内★ 

・４月２３日（木）  １９：３０～ 

・場所：アルテリオ 

・内容：「環境問題」 

皆様の沢山のご参加お待ちしております。 
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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。 


