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ようこそお客さま 
米山奨学生 蔯 莉(ﾁﾝ ﾘ)様 

 

会長挨拶 5月 24日   荒川洋一 会長 

 皆さん、おはよう御座います。今日は朝早くからお出か

け下さいましてありがとう御座いました。今日は年一度の

グルメ旅行ということでお集まり頂きましたが､一日楽し

く過ごして参りたいと思いますのでよろしくお願い致し

ます。 

 はじめに行く旧岩崎邸は明治 29 年に建てられた建築で、

国の重要文化財だと言う事ですが、関東大震災にも耐えた

建築だということです｡また、ビリヤード場がありますが、

キッコウマン醤油の社長のお話によりますと、当時、外国

人のお客さんが来るようなハイレベルの屋敷には、ビリヤ

ード場と美容室は必ずあったと言う事です。この一流の屋

敷をじっくりと見て頂きたいと思います｡また、昼食する

「うかい」は RC で 10 年に行った青梅の「うかい鳥山」

と同じ系列だそうです｡とても評判の良い店だと言うこと

ですのでお楽しみ頂きたいと思います｡そして、東京タワ

ーを見学して下館へと云う事ですが、最後にこの企画をし

てくださいました親睦委員会の皆さんに御礼を申し上げ

ご挨拶と致します｡ 

 

グルメ旅行           

  

 

会長挨拶 5月 27日   荒川洋一 会長 

 先日 5 月 24 日は新型インフルエンザの心配もちょっと

ありましたが、親睦活動委員会企画によるグルメ旅行に行

って参りました。当日の朝は雨、「会長何か悪い事をした

だろう」などと、脅かされましたが、午後には晴れ間も見 

 

 

 

 

 

 

えて会長の善人が実証されホッと致しました。今回は大勢

の方に参加をして頂き、またご家族の方とも親睦を深める

ことが出来、楽しいひと時を過ごすことが出来ました。ご

準備をして下さいました親睦活動委員会の皆様に御礼申

し上げます｡ありがとうございました。本日の卓話は井狩

浩一会員の卓話で御座います｡楽しみにしております。よ

ろしくお願い致します｡なお、新入会員の卓話で推薦が届

いておりますので皆様にお計り致します｡関東つくば銀行

下館支店長 須藤義定様です。先日退会されました、飯島

秀男支店長の後任の方です｡異議のある方は１週間以内に

文書を以って提出して頂きたいと思います｡ 

 

幹事報告         中里泰久 幹事 

1.先日も報告しましたが、下妻４０周年式典ですが、バス

希望者が５名でしたので、大変申し訳ございませんがバ

スをキャンセルいたしました。5 名に関しては、乗り合

わせでフォローいたしますのでよろしくお願いします｡ 

2.いばらきユネスコから広報誌が届いております｡ 

3.下館国際交流友の会より 助成金のお礼状が届いてお

ります。 

4.ひたちなか RC より ポリオ撲滅の基金に、チャリティ

ゴルフ大会のチャリティ募金 18 万円を寄贈した報告が

来ております｡ 

 

卓話            井狩浩一 会員 

              先週（5/24）のグルメ旅行

では楽しく過ごさせていた

だきありがとうございまし

た。当日は、ちょうど私の誕

生日でした。家族だけで誕生

日を祝うより皆さんと過ご

すほうが楽しいだろうと妻 

と一緒に参加させていただきました。すばらしい岩崎邸の 

見学と美味しい食事で思い出になる誕生日を過ごすこと 

ができました。ありがとうございました。下館ロータリー 

クラブも来年は 50周年ということですが、実際は 52年位 

 

本日のプログラム 
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になっていると思います。創立までの 2年位の間は色々と 

準備の為に毎週呼び出されて打ち合わせをしていました。 

県内でも水戸・日立・土浦に次いで 4番目に下館が 27名 

の創立会員で発足されました。ここにおられる皆様のお父 

さん達、つまり一代前の方々とお付き合いをさせていただ 

き現在では一番古い会員と言うことになりました。私の地 

域である金井町在住の会員が 7名もおり自分達のグルー 

プで活動しているような感じでした。そういうなかで 5 

月 25日に発足して 6月 18日にＲＩの承認をいただきまし 

た。それで伝達式はいつやるのかという事になりましたが、 

当時は笠間・竜ヶ崎・常陸太田・水戸西などあちこちで承 

認されており、とにかく来年の 4月 22日にチャーター式 

をやろうということになり準備が始まりました。父親が病 

弱なこともあり若くして会員になりましたので、当時自分 

は 20代後半の独身者でした。皆さんかせお嫁さんの心配 

をしてくださりあちこちから見合い写真が届きました。会 

員の皆さんはご親切にデートのプランまで立ててくださ 

り 4月 13日に結婚式をあげれば 4月 22日のチャーター式 

に間に合うだろうということになり挙式を上げました。自 

分は若いので使い走しりです。チャーター式に奥様達は何 

を着ればよいのかということになりましたが 27名がおそ 

ろいの着物をきるということになり早速注文をしたり、式 

典の場所の手配です。式典の一週間前に完成したという稲 

荷町にあつた商工会館で行うことになりましたが 4月に 

しては珍しく凄い雨で、建物の中に雨がふりこんでしまい 

こんなところで式典ができるのかと心配し、屋根にシート 

をかければ大丈夫だろうというひとになり、あちこちから 

シートを借りてきて屋根にあげて無事式典を行いました。 

思い返すとこの 50年の間には色々なことがありました。 

会員の皆様と地域への貢献、そして東京ドームで野球をし 

たりと楽しい事も沢山ありましたが今後も元気でロータ 

リーのメンバーとして取り組んでいきたいと思います。 

 

SMILE BOX      細谷貢 委員長 

荒川 洋一  2009年度米山奨学生蔯莉(ﾁﾝﾘ)さんようこ

そいらっしゃいました。井狩会員の卓話を

楽しみにしております｡先日のグルメ旅行

楽しいひと時を過ごすことができました。

親睦活動委員会の皆様に感謝いたします｡ 

中里 泰久  先日は親睦委員会の皆さんご苦労様でし

た。井狩さん卓話楽しみにしています｡ 

親睦活動委員会 大関・菊池・石島・正根寺 

       5 月 24 日のグルメ旅行はお蔭様で無事に

行うことが出来ました。ありがとうござい

ました。 

浜野 紘嗣  グルメ例会には、家内と二人でお世話にな

りました。親睦委員会に感謝｡ 

新井 雅勝  井狩さんの卓話楽しみにしています｡ 

司代 隆之  ロータリー米山奨学生蔯莉(ﾁﾝﾘ)さん紹介

します｡ご支援よろしくお願いします｡ 

永盛 宣也  米山奨学生蔯莉(ﾁﾝﾘ)さんをお迎えして。

井狩さんの卓話楽しみです｡ 

関谷 徹   4 月に開催された下館ゴルフコンペでベ

スグロ優勝しましたので、今月のニューモ

ラルを配布させて頂きます｡井狩さんの卓

話楽しみにしています｡ 

百目鬼 博行 井狩さんの卓話楽しみにしています｡ 

渡辺 進   5 月 19 日より朝日新聞で毎週金曜日私の

コラムが 5 回掲載されます｡どうぞご覧下

さい｡ 

早川 誠二  米山奨学生の蔯さんようこそいらっしゃ

いました。 

細谷 貢   井狩さんの卓話楽しみにしてました。なお、

７RC のゴルフで 85 で周り、シニアの部

でベストグロスを出すことが出来ました。

下館 RC の団体優勝に貢献できよかった

です｡ 

川連 秀典  井狩会員の卓話を楽しみにしています｡ 

三代 徳夫  井狩様、卓話楽しみにしております。 

溝口 明洋  井狩様いつもお世話になりありがとうご

ざいます｡本日の卓話楽しみです。 

 

感謝と奉仕  早川誠二・佐藤昭・早瀬浩一・小薬拓巳 

       中西悦夫・小林一彦・新井利平・奥沢裕二 

       大林稔・星野英夫 

結婚記念   小薬拓巳 

 

本日の合計 ￥61,000 円   累計 ￥1,624,000 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 

5/27 52 44 8 0 7 

 

 

メイクアップ      諏訪哲也 委員長 

・5 月 14 日 下館 RAC  羽田節子 

・5 月 17 日 真岡 RC   奥沢裕二・浜野紘嗣 

・5 月 22 日 社会奉仕委員会 

       古田貢一・柳沢和巳・滝田昌甫・浜野紘嗣 

奥沢裕二・早瀬浩一・諏訪哲也 

ライラ地区委員会  

鈴木光則 

・5 月 23 日 ガールスカウト茨城 28 団総会 

       奥沢裕二・早瀬浩一・諏訪哲也 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 


