
 

 

 

 

 

 

 

 

 

会報 No .2137 前例会 No .2414 発行日 ：2009 年 6 月 10 日 (水 )  前例会報 No .2136 2009 年 6 月 3 日 (水 )

 

 

 

 

 

会長挨拶         荒川洋一 会長 

 皆さん、こんにちは、一言ご挨拶申し上げます。先日の

日曜日５月３１日に下妻 RC 創立４０周年記念式典が下

妻の八幡屋で行われ、下館 RC から１７名が参加致しまし

た。第１部は記念事業として「まちの音楽会」を地元の中

学校の吹奏楽や童謡と唱歌を歌う会の合唱、地元出身のソ

プラノ歌手による演奏が行われましたが、中学生が演奏さ

れた「崖の上のポニョ」「ヘキサゴンメドレー」の選曲に

は若者の流行への感受性、人気テレビの影響の大きさを感

じました。親しみのある楽しい音楽会で御座いました。ま

た、第２部の式典では学校での職業奉仕の事業など、地域

社会のニーズに合った奉仕活動を行っているとの報告が

あり、当日のプログラムの地元の方々との「まちの音楽会」 

「ホタル鑑賞会」など地域に密着した活動は、残念ながら、

雨の為「ホタル鑑賞会」は中止になりましたが、創立５０

周年を迎える私達にとりましても参考になる式典で御座

いました。本日は薗部浩重会員の卓話が御座います。楽し

みにしております。宜しくお願い致します。なお、先週お

計り致しました、関東つくば銀行下館支店長 須藤 義定

（よしさだ）様入会の件ですが、入会が承認されましたの

でご報告致します。鈴木光則会員の御尊父、元会員の鈴木

啓正様が昨日御逝去されました。ご冥福をお祈り申し上げ

ます。 

 

幹事報告         中里泰久 幹事 

1. しもだて紫水 RC より例会変更のお知らせ 

５月２６日（火）→５月２３日（土）に変更 

米山記念館見学のため、 

６月３０日の例会は PM７：００～に変更 

1. 岩瀬 RC より移動例会のお知らせ 

７月８日（水）の例会は７月１０日 PM6：00 

湖畔閣に変更 

1. 筑西市役所より市民協同のまちづくりシンポジウム

開催の案内が届いております。 

日時 ６月２７日（土） １０：００～１２：００ 

場所 コミュニティープラザ 

 

 

 

 

 

 

1. 筑西保健所より 平成２１年「ダメ、ゼッタイ｣普及

運動の案内が届いております。 

６月２７日（土）ＰＭ２：００～３：３０ 

場所 かましん下館店 

1. 水戸 RC・水戸西 RC より会報受理 

1 結城 RC より７RC 親睦ゴルフ大会の写真が届いてお

ります。 

2 鈴木光則会員の御尊父 啓正元会員が昨日御逝去さ

れました。ご冥福をお祈り申し上げます。 

なお、お通夜は６月５日午後６：００より 

告別式は６月６日午後１:００より 

場所は 玉戸蓮華 

卓話            薗部浩重 会員 

           最初に自己紹介をさせていただ

きます。昭和 30 年 4 月 17 日に水

戸市石川町で生まれ、高校まで地

元で育ちました。その後、大学の

4 年間は東京で過ごしました。趣

味はそばうちです。腕はまだまだ

ですが最近は繋がるようになって

きました。休日の昼には女房から

「おそばを打ってよ」と言われる 

という喜ばれる趣味です。大学卒業後常陽銀行の県庁支店 

に配属になりその後、多賀、本部、柏、本部、従業員組合 

に 5年と営業店より本部に長く勤務しました。竜ヶ崎で副 

支店長を務め平成 11 年に明野で始めて支店長となり赤塚、 

広報室長、取手、本部、そして昨年 6月に下館に着任しま 

した。いままで一番大変だったのが、広報室での新聞社の 

対応です。県庁の記者クラブで頭を下げることもありまし 

た。マスコミの世界は普通の世界と違います。支局長の下 

に記者がいますが、記者の書いた記事がそのまま上部に行 

き上部からの押さえがきかないしくみです。取材は広報室 

で受けるのですが、どうしてこんな記事になるのか、若い 

記者が書く記事にもっと違う書きかたがあるだろうと思 

ったりと、じれんまもありました。次に我社のＰＲをさせ 

ていただきます。本日お配りした「ミニディスクロージャ 

ー誌」は半年に一度発行している株主に我社の内容を知っ 

 

本日のプログラム 

●創立５０周年記念実行委員会フォーラム 
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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 

●６月１７日  １年間の感想 



てもらう情報誌で広報室で作成しています。その中のトピ 

ックスのコーナーに掲載されている記事についてＰＲさ 

せていただきます。 

1.常陽つくばビルが 20年 10月にオープン。水戸本店よ

りすばらしく環境に配慮した各種設備を導入するな

ど地球温暖化にも取り組んでいます。ぜひお立ち寄り

ください 

2.水戸京成デパートの裏にある常陽史料館では金融に

関する書物があり 1 億円はどの位の重さがあるなど

を体験できます。また、小学生向けに金融教室も開催

している。 

3.振り込め詐欺防止を強化していますがマインドコン

トロールされたお客様を落ち着かせためにいろいろ

と工夫しています。 

4.常陽ボランティア倶楽部を設立し「タオル一人 1本提

供運動」を実施しています。行員からタオルを提供し

てもらい 6000 本を介護施設に寄贈し喜ばれています。 

5.毎年小学 1 年生に防犯ブザーの寄贈し喜ばれていま

す。 

配布しましたうちわですが、イメージキャラクターとし

て鹿島アントラーズの内田篤人選手を起用しています。 

当時は代表選手ではありませんでしたが若くてフレッシ

ュということで女子行員にも人気があった彼と 19 歳の時

に契約しましたが今は代表で活躍しています。ＡＴＭにポ

スターを掲示すると盗まれることもありネットオークシ

ョンでは値がつくという人気ぶりです。普段来ない高校生

がうちわやポスターがほしいと来店します。営業にいかさ

れているかどうか疑問だがイメージアップには貢献して

いるようです。 

ＳＭＩＬＥ ＢＯＸ   細谷 貢 委員長 

荒川 洋一  薗部浩重会員の卓話楽しみにしておりま

す。5/31 に行われました下妻 RC 創立４

０周年記念式典に多数御参加くださいま

してありがとうございました。 

中里 泰久  下妻４０周年記念式典にはたくさんの参

加ご苦労様でした。薗部会員卓話よろしく

お願いします。 

百目鬼 博行 薗部支店長の卓話楽しみにしています。 

溝口 明洋  薗部支店長いつもお世話になりありがと

うございます。本日の卓話楽しみにしてい

ます。 

小薬 拓巳  昨日まで水戸京成デパートで盲導犬の写

真展が掲載されていました。薗部さんの卓

話楽しみにしております。 

三代 徳夫  薗部さん、卓話楽しみにしております。 

佐藤 昭   薗部会員の卓話楽しみにしています。 

大関 幸政  薗部さんの卓話を記念して。 

石島 仁司  薗部さんの卓話を記念して。 

正根寺 幸雄 薗部さんの卓話を楽しみにしています。 

川連 秀則  薗部会員の卓話を楽しみにしています。 

関谷 徹   薗部さんお卓話楽しみにしています。 

加藤 昌美  薗部会員の卓話楽しみにしております。 

 

渡辺 進   ラストスパート。 

結婚記念   細谷貢・溝口明洋 

配偶者誕生  司代隆之・小島ゆり 

会員誕生   諏訪哲也 

 

 

本日の合計 ￥43,000 円  累計 ￥1,667,000 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 

6/3 52 47 5 0 7 

メークアップ 

・ 5/19  ひたちなか RC 臼井信行 

・ 5/31 下妻 RC４０周年式典  

滝田昌甫・日向野陽・荒川洋一・奥沢裕二・ 

中里泰久・大林稔・新井雅勝・小林一彦・ 

渡辺進・百目鬼博行・羽田節子・小島ゆり 

新井利平・中西悦夫・司代隆之・諏訪哲也・ 

佐藤昭           以上 17 名 

・ クリーン作戦  羽田節子 

・ 下館 RAC       羽田節子・川連秀典 

米山記念奨学委員会          

＜プロフィール＞ 司代隆之 会員 

         米山奨学生蔯莉(ﾁﾝﾘ)さんは、中国の

厦門(ｱﾓｲ)大学で日本伝統文化を広く勉

強し、現在筑波大学大学院博士課程シス

テム情報工学研究科、経営政策科学専攻

として在籍しています。卒業後は日中ビ 

ジネスの架け橋として日中貿易の発展だけでなく、日中文 

化の交流、日中友好に努めたいと力強く語っておられま 

す｡ 

 

こんにちは。蔯莉(ﾁﾝﾘ)と申します。中国蘇州市出身で 

す｡日本は小さな時からの憧れで、将来日本語の通訳にな

りたいと、厦門(ｱﾓｲ)大学の日本語語学文化を専攻しまし

た。日本語の文法だけでなく、歴史、地理、文化、芸術、

風俗習慣や現代の政治経済の発展状況など、日本に関する

知識を学びました。また、自分の好きなドラマや漫画を通

して日本語の美しさと面白さを味わうことが出来、日本に

対する興味が益々大きくなりました。現在は、筑波大学で

工学的な手法を用いて国際的なマーケティング戦略や先

進的なマネジメント方法などを学びました。卒業後、日本

で日中ビジネス関係の仕事につき、架け橋として、日中貿

易の発展そして日中友好に努めたいです｡ロータリー米山

奨学生となり皆様との縁を大切にしてこの一年を楽しく

過ごしていきたいと思います｡どうぞよろしくお願い致し

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 


