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ようこそお客さま 
下妻 RC    山内 光洋様 

       渡辺 欣一様 

       高塚 孝一様 

会長挨拶         荒川洋一 会長 

本日は松沼 甫様にはお忙しいところ、お出かけ下さい

まして有難う御座いました。卓話楽しみにしております。

宜しくお願い致します。メキシコで発生した新型の豚イン

フルエンザはあっという間に世界３４の国に広がってし

まいました。日本でも成田空港の検疫で４名の感染が確認

され、中国でも１名の感染が確認されたとの事です。また、

感染者と同じ便で入国した方の健康状態の追跡調査を行

っているという事ですが、一刻も早く、人から人への感染

の拡大がなくなる事を願うばかりです。目には見えないウ

ィルスとの闘いですが、的確な情報をもとにお互いに気を

付けたいと思います。下妻 RC の創立４０周年記念式典が

５月３１日（日）に行われます。会員の皆様のご参加下さ

いますようお願い致します。 

 

第 11回定例理事会          

１．6 月プログラムについて承認されました。 

２．桜記念碑修理について、承認されました。 

３．拉致被害者救済金について、会から排出することで 

承認されました。 

 

幹事報告         中里泰久 幹事 

１．真岡 RC より創立５０周年記念誌が届いております。 

１．青少年育成茨城県民会議より賛助会議納入のお願いが

届いております。 

１．筑西市役所より住民参加型まちづくりファンド事業募

集の案内が届いております。 

１．岩瀬 RC より移動例会のお知らせが届いております。 

   5 月 20 日（水）13：00～職場訪問のため茂木町・ 

   益町となっております。 

   6 月 3 日（水）18：00～桜川 CC 

１．笠間 RC より例会場変更の通知が届いております。 

  5 月 14 日(土) 18:00～いなみ旅館 

 

 

 

 

 

１．ガールスカウト茨城県第２８団より総会の案内が届い

ております。 

   5 月２３日（土）19:00～光徳寺 

１．前例会の時に下妻４０周年の出欠をいただいたのです

が、本日例会中にも再度伺いますのでご協力お願いし

ます。 

１．筑西ユネスコ協会より 

  第 11 回「絵で伝えよう！わたしの町のたからもの」 

  絵画展の実施要項が届いております。 

 

卓話               松沼甫 様 

           只今ご紹介にあずかりました松

沼です。10年前に退職した身です

が私の経験した事柄を話させてい

ただきます。空自は世界最強と言

われている F15 戦闘機 200 機、海

自は空母こそありませんがイージ

ス艦 6 隻保有、船体国産で同時に

多目標を捕捉できるシステムは核

兵器を除く通常兵力では海・空は 

世界 2.3位の兵力でしようか。今でも陸上自衛隊も世界 

10位以内に入るといわれています。総合力(装備的にも軍 

事予算からも)世界 5指にはいるのではないでしょうか。 

陸上部隊では教育訓練が主軸(5割の時間)です。普段の隊 

務は年に何回か演習が行われ其の都度上級指揮官の検査 

を受け評価を下されます。いい評価が得られるよう隊員一 

丸となって努力します。2.3日長ければ数日の仮眠もほと 

んど取れない状況下での訓練です。その部隊長の昇任にも 

影響します。「○○隊は優秀だ。信頼に足る部隊だ」とお 

ほめの言葉を受けることができるよう真剣に励んでいま 

す。残り 5割は自分の組織の管理の業務です。装備品の手 

入れ、所在地の警戒業務、食堂業務の支援、管理地の草刈 

り(これが意外に多い)・物品や生活施設の検査等々です。 

過去の訓練から自衛隊は厳しく行政・法の下で行動するこ 

とを求められています。一例を紹介しますとジープ 1台動 

かすにもハンコがいくつも必要で 1週間前には申し出て 

所属長の許可を受けます。長でも業務行為の規程に基づか 

なければ車両運行指令書を出すことはできません。 

 

 

本日のプログラム 

●会員卓話     井狩 浩一会員 

 

次週のプログラム 

●６月３日（水）   新入会員卓話 

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 
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「車出せるか」と直前に言っても「操縦手がいないからダ 

メ」と断られます。免許はみんなもっていますがドライバ 

ー職もまた指定者だけ、定められた人しか操縦できません。 

外国の軍隊はやってはいけないことだけを定めています。 

外国の軍隊並みとは言いませんが、外に出ればこそ疑義の 

ない法の下きちんとできるよう整えることは極めて重要 

と思います。「裏を見せ 表を見せて散るもみじ」良寛。 

真実を示せば理解しあえます。そして信頼を築くことがで 

きます。斜めから眺めた自衛隊の紹介でしたが、現場の隊 

員は真面目にやっています。そして信頼すればこそまたそ 

れに応えてくれることと思っています。 

 

SMILE BOX      細谷貢 委員長 

山内 光洋様・渡辺 欣一様・高塚 孝一様（下妻 RC） 

 本日は４０周年の PR に参りました。沢

山のご参加をお待ちしております。 

荒川 洋一  松沼甫様、卓話よろしくお願い致します。      

       下妻 RC 会長・山内光洋様、渡辺欣一様 

       高塚孝一様、ようこそいらっしゃいました。 

中里 泰久  松沼さまようこそ、本日の卓話よろしくお 

願い致します。下妻クラブのみなさんよう 

こそ。４０周年、盛会の開催ご祈念してお 

ります。 

浜野 紘嗣  下妻ロータリークラブの皆さま、ようこそ 

いらっしゃいました。 

新井 雅勝  下妻 RC・山内会長はじめ渡辺さん、高塚 

さん、ようこそおいで下さいました。 

加藤 昌美  下妻 RC・山内会長、渡辺さん、高塚さん、 

ようこそおいで下さいました。 

三代 徳夫  松沼様いらっしゃいませ。卓話楽しみにし 

ております。 

羽田 節子  下妻ロータリークラブの皆さんようこそ。 

小嶋 勝五郎 暑いですね。本日早退いたします。 

早川 誠二  松沼様、卓話よろしくお願い致します。 

細谷 貢   下妻 RC の皆様、ようこそおいで下さいま 

した。 

プログラム委員会 永盛武・日向野陽 

       松沼甫さんの卓話楽しみにしています。 

結婚記念   大関幸政・新井和雄・川連秀典・園部浩重 

夫人誕生   日向野陽 

会員誕生   石島仁司・井狩浩一・三代徳夫・ 

百目鬼博行・中丸健 

 

 

本日の合計 ￥70,000 円   累計 ￥1,563,000 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 

5/13 51 45 6 0 6 

 

メークアップ      諏訪哲也 委員長 

・4 月 26 日 地区協議会 つくば国際大学 

 奥沢裕二・諏訪哲也・浜野紘嗣・中西悦夫・古田貢一 

羽田節子・鈴木光則・早瀬浩一・加藤昌美・司代隆之 

新井雅勝・大林稔 

・5 月 12 日 第 1 グループ委員長会議 

 奥沢裕二・諏訪哲也・早瀬浩一・高橋秀夫・佐藤昭 

新井雅勝・根岸隆男・加藤昌美・司代隆之・柳沢和己 

 

第 168回親睦ゴルフ     優勝者挨拶 

2009 年 4 月 8 日 下館ゴルフＣ．Ｃ於いて 

優勝者  関谷 徹 

薫風そよぐフェアウェイを踏みしめ筑波の峯に白球が

弧を描く。何時か夢で見たようなコースコンディションは

ゴルフの楽しみを倍増させてくれました。ビッカース硬度

は３００を軽く超えるであろうフェイスがボールを潰し

ても、鐵の柔らかさ４軸織グラファイトの撓りさえ感じグ

リップには聊かの振動数も覚えない快感が海馬を刺激し、

経験した事のないゴルフの催眠に罹ったまま１８ホール

はあっという間に終了しました。同伴者の皆さんも素晴ら

しいショットをしていたので上位入賞は期待しておりま

せんでしたが、図らずもベスグロでの完全優勝となりまし

た。ベスグロ賞は下館ＲＣ在籍十数年に於いて初めて戴き

ましたが、なにより白井プロ日向野プロを抑えて受賞に感

激一入でございます。今回のベスグロ優勝を糧に、さらに

ゴルフを楽しみたいと思っております。会員の皆様のお誘

いをお待ち申し上げますと共に、皆様の薔薇色のゴルフ人

生を祈念申し上げまして優勝者の挨拶とさせていただき

ます。なお、祝勝会には沢山のご参加有り難うございまし

た。 

 

下妻ロータリークラブ  山内光洋 会長 

5月 31日(日)に行われる創立 40周年記念式典について 

ご紹介をさせていただきます。「源氏ホタル研究会」に所

属しているロータリーのメンバーがおり、ぜひ、皆様にホ

タルの飛来を見ていただきたいとこの日に設定しました。

当日は「第 1部 まちの音楽会」「第 2部 記念式典」「第

3 部 祝宴」「第 4 部 ほたる鑑賞会」です。よろしくお

願いします。 

 

 

 

 

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 委員/増渕文夫、小島ゆり 


