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会長挨拶         荒川洋一 会長 

萩原パストガバナーにおかれましては日頃からご指導、

ご協力を頂きまして深く感謝しております。本日はお忙

しい事とは存じますが卓話宜しくお願い致します。先日、

４月１１、１２日は土浦市民会館において２００８－２

００９年度の地区大会が行われました。大勢のご参加あ

りがとうございました。御礼申し上げます。大会では今

年度のＲＩ強調事項である水、識字率向上、保健と飢餓

救済について、また写真家・田沼武能（たけよし）氏の

「アフリカの子どもたち」の講演がありました。命を奪

うほどの赤貧（せきひん）の連鎖を断ち切る方法は、教

育をおいてほかにはないという事、アフリカの人の

「peace one」「平和が１番」という言葉に深く重みを感

じました。とても意義のある地区大会でした。なお、大

会において、廣瀬昭雄ガバナーから当クラブに「研究グ

ループ特別功労賞」及び出席率１００％の４０年出席１

００％郡定兵衛会員、３５年出席１００％増渕文夫

会員、３０年出席１００％堀江清彦会員の表彰を受

けましたのでご報告いたします。 

薗部浩重会員からクラブにご芳志頂きましたの

でご報告いたします。御尊父様のご冥福をお祈り致

します。白井信行会員が先日退院されました。おめ

でとうございます。飯島秀男会員が転勤の為、退会

されましたのでご報告いたします。田中忍会員の

「おもむくままに」の著書楽しく読ませて頂きます。 

幹事報告         中里泰久 幹事 

1. 水戸ＲＣ・水戸西ＲＣ・水戸東ＲＣより会報受理 

1. カウンセラーハンドブックが米山奨学会より届いて

おります 

1. 地区ＲＡＣより第１７回地区大会出席の礼状が届い

ております 

1. 前回お知らせ致しました下妻ＲＣ４０周年ですが、先

日お会いしまして、詳細案内を送るということですの

で、次回に出欠を取りますので宜しくお願いします。

日時は５月３１日です 

1. 永井新入会員の所属委員会はＳＡＡに決定いたしま

した 

 

 

 

 

 

卓話             萩原亢雄 様
 

4 月 11 日～12 日に行われた国

際ロータリー第 2820 地区大会お

疲れ様でした。今回は地区大会決

議委員として、関わったのですが

驚いた事があります。それは決議

第 2 号の「国際ロータリー会長代

理派遣に対する感謝」決議第 3 号

の「国際ロータリー会長代理重田

政信氏ご夫妻に対する感謝」決議 

第 4 号の「国際ロータリー第 2820 地区直前ガバナー井上

壽博氏ご夫妻に感謝」と感謝感謝が続きました。100年以

上、国際ロータリーが進化しているのはこの感謝の心が生

き続けているからだと思っています。皆さんもご存知のよ

うに 1905 年ポール・ハリスによって結成されました。ハ

リスは、尐年期に過ごした小さな町で感じたのと同じ友愛

の精神を、専門職業人の集まるクラブで再現したいと望ん

だのでした。しかし、友情だけでは物足りない。地域の為

になることをしようと考えたわけです。ロータリアンたち

は、それぞれに職業をもち、職業倫理を重視し、またその

職業を通してさまざまな活動をしています。ロータリーク

ラブでは、そのクラブがある地域社会のさまざまなニーズ

を検討し、地域の人たちとともに、地域社会のために、地

域社会に根差したさまざまな活動をしていますがその 1

つとしてＣＬＰの導入は大事だと感じています。※ＣＬＰ

(Club Leadership Plan)クラブ・リーダーシップ・プラン 

わかちあいの心を大切にするロータリアンですが、ある

エピソードがあります。戦後の動乱時期にアメリカ兵が靴

磨きの尐年にパンをあげようと持ってきたところ、尐年は

「靴磨きの御代はいただいているのでパンは結構です。」

と言ったのですが、米兵はせっかくだからと勧めると「で

は頂きます」と、ポケットにしまった。腹ペコなはずだか

らすぐにむさぼると思っていたのでなぜ食べないのかと

聞くと「家には 3歳の妹がいる。二人で一緒にいただきま

す」という返事。これこそ分かち合いの心。「この心を持

っている日本人は必ず立ち直ると確信した」と、のちのハ

ワイ州知事になった米兵は言っている。 

 

 

本日のプログラム 

●外部卓話  小石川 巧 氏 
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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 

●５月１３日 外部卓話 松沼 甫 氏 



アメリカが契約を重視した国とはいえ米政府管理下で

経営再建中の AIGが幹部社員に巨額のボーナスを支給す

るのに税金により補填した問題は、この分かち合いの精神

から見ると考えられない。今後もわかちあいの心を大事に

したい。また、ポリオ撲滅に向けた世界的な協同運動を

20年以上活動していますが、あの有名なビル・アンド・

メリンダ・ゲイツ財団から授与された 3億 5,500万ドルの

チャレンジ補助金にインドなど各国からロータリーへの

ご寄付してくれた。ロータリーを信用してロータリーを通

して寄付していただいた。寄付も奉仕行動も自然に出来る

ことが大切である。自分のできる範囲でやること継続する

ことが大切であると考えている。私は、日韓親善委員をし

ているが、最近のアジア諸国の友好は希薄になっているの

ではと感じている。世界中が不景気だがアジアから景気回

復しなければならない。そのためにも手を取り合ってやら

なければならない。米山奨学生も中国では奨学生同士のＯ

Ｂ会ができて活躍しているが、韓国も同調してもらえれば

うれしい。ロータリーが求める平和の精神を胸に刻んで巣

立った元米山奨学生が各界で活躍できるよう親善委員と

して支援したいので皆様のご協力をお願いします。 

 

ＳＭＩＬＥ ＢＯＸ    細谷貢 委員長 

萩原亢雄 様 いつも大変お世話様です。本日は宜しくお

願い致します。 

荒川 洋一  パストガバナー萩原亢雄様卓話宜しくお

願い致します。白井会員の退院を祝して。

会員の皆様地区大会ご苦労様でした。 

中里 泰久  萩原パストガバナー様卓話宜しくお願い

致します。 

細谷 貢   萩原パストガバナーの卓話を記念に。田中

先生本有難うございます。ゆっくり読ませ

て頂きます。 

田中 忍   二冊目の随筆書がまただせたので。 

増渕 文夫  入会３５年記念で表彰されましたので。 

飯島 秀男  ４月１日付で転勤になりました。ロータリ

ーの皆様には大変お世話になり有難うご

ざいました。後任も宜しくお願い致します。 

星野 英夫  萩原パストガバナー卓話楽しみにしてお

ります。田中先生本有難うございます。ゆ

っくりと読ませて頂きます。 

浜野 紘嗣  萩原パストガバナーのご来訪を祝して。 

大林 稔   萩原パストガバナーをお迎えして。 

新井 雅勝  萩原パストガバナーようこそおいで下さ

いました。本日の卓話楽しみにしています。 

白井 信行  病院入院中、皆様には大変ご心配を頂き有

難うございました。無事退院してまいりま

した。もう、こんな日焼けした顔に戻りま

した。本当に有難うございました。 

関谷 徹   萩原パストガバナーの卓話を楽しみにし

ています。田中先生「本」ありがとうござ

います。 

 

 

大関 幸政  萩原パストガバナーの卓話を記念して。 

ＰＧ委員会  日向野陽・永盛武 

  萩原ＰＧの卓話を記して。片山プロの４位

入賞を祝して。 

加藤 昌美  萩原パストガバナーのご来訪を記念して。 

奥沢 裕二  萩原パストガバナーようこそおいで下さ

いました。本日は宜しくお願い致します。 

鈴木 光則  パストガバナー萩原様のお話を楽しみに

しています。 

薗部 浩重  萩原パストガバナーの講話楽しみにして

います。 

司代 隆之  萩原パストガバナーようこそ卓話楽しみ

にしております。田中忍先生著「おもむく

ままに」読ませて頂きます。 

早瀬 誠二  地区大会ご苦労様でした。久しぶりに土浦

の街を歩きました。萩原パストガバナーよ

うこそいらっしゃいました。 

結婚記念   佐藤昭・滝田昌甫 

会員誕生   増渕文夫・佐藤昭・薗部浩重 

 

 

本日の合計 ￥61,000 円  累計 ￥1,475,000 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 

4/15 52 45 7 0 7 

 

 

メークアップ 

・4/9 下館ＲＡＣ 鈴木光則 

 

 

アクトコーナー 

☆４月第２例会のご案内 

４月２３日（木） １９：３０～ 

例会場：アルテリオ 

内 容：専門知識開発委員会 担当 「環境問題」 

 

是非ご参加下さい。お待ちしております。 

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 


