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ようこそお客さま 

 第５分区ガバナー補佐 金子元則 様 

 次年度ガバナー補佐  新関治夫 様 

 

会長挨拶（6/17）    荒川洋一 会長 

 今年度もいよいよ後僅かとなって参りました。当初は不

安でいっぱいの出発で御座いましたが、金子ガバナー補佐

の温かい御指導、御協力を頂きまして当クラブも充実した

1 年を過ごす事が出来ました。金子ガバナー補佐におかれ

ましては、第 5 分区 7 クラブを御指導され忙しい 1 年間

であったと存じますが、今後も第 2820 地区のリーダーと

して御活躍されます事を心からお祈り申し上げます。1 年

間御苦労様でした。又、ガバナー補佐エレクトにおかれま

しては次年度も金子ガバナー補佐同様、私達を御指導ご鞭

撻下さいますようお願い致します。先週の土曜日６月 13

日に井狩会員宅においてクラブの資料を整理致しました。

資料整理会員の皆様御苦労様でした。 

 

理事会報告        中里泰久 幹事 

1.過日の理事会で、小倉利一会員の退会が承認されました。 

 

幹事報告         中里泰久 幹事 

1. 水戸 RC 水戸西 RC より会報受理。 

 

1. 甲子園球場より 「甲子園ネーミングブリクメンバー

ズ」の案内が来ております。 

 

1.まだ報告の出ていない委員会がありますので至急 FAX 

22－2294 迄お願いします。 

 

1.去る 6 月 13 日 資料整理委員会を開催致しました。委

員の皆様方御疲れ様でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

一年間の反省       荒川洋一 会長 

 時間の長さの感じ方は人それぞれで御座いますが、一般

的に年配者は若い人の約 3 倍位時間の流れが速く感じら

れるとの事ですが、私はこの 1 年は 5 倍位速く感じられ

た様に思いました。私は年度初めの会長方針で、下館 RC 

の伝統を保持しながら、新たな気持ちでクラブ活動に取り

組み、ロータリー会員として誇りある奉仕活動を行いたい

と申し上げました。先日、下妻 RC 創立 40 周年記念式典

に出席しました時に、廣瀬ガバナーから「下館 RC 堅実な、

しっかりしたクラブ運営がなされている」とお褒めの言葉

を頂きました。この評価は会員の皆さんが真剣にクラブ活

動に取り組んで頂いた結果だと感謝している所です。SAA

の活動方針にありました、和やかな中にも伝統的な規律と

品格を保った例会運営が行われ、例会時の時間厳守は勿論

の事、例会での無駄話もなくなり、特に外来卓話者の卓話

時間の確保が出来た事は卓話者に失礼にならずに済む事

が出来ました。そして、プログラムの内容につきましては、

プログラム委員会のテーマ「一月一笑」の如く、外来卓話

者を多く取り入れて頂きバラエティに富んだ楽しい例会

を行う事が出来たのではないかと思っています。クラブ会

報は予算も制約されているのにも関わらず、紙面を工夫し

ながら記録、情報を記載され感謝しております。先日の地

区大会で展示してありました土浦 RC の会報は井上嘉博

パストガバナーの作品等をカラーで毎週変えて表紙を飾

っておりました。その表紙には会報を読みたくなる、又、

保存したくなるような魅力を感じました。現在はペーパー

レスが主流ですが土浦 RC のような会報に改めて良さを

感じた所です。又、ガバナー事務所や地区からの情報は

CICO を通すのがほとんどで、これから CICO や IT 委員

会の重要性が増して来るのではないかと思います。スマイ

ル BOX につきましては、奉仕プロジェクト活動の資金源

としてその重要性を認識して頂いた上での活動に感謝し

ております。又、ロータリークラブ活動の要でもあります

親睦活動委員会は観劇やクリスマス、グルメ旅行、ゴルフ

コンペなど会員の親睦に相応しい行事を行って頂きまし

た。特にグルメ旅行におきましては夫婦で６組参加して頂 
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き、家族との親睦を深める事が出来ました。この事は会員 

の退会防止に繋がる活動ではないかと思います。そして、

出席委員会の浅草 RC への集団メイクは会員間の親睦に

も繋がり、又浅草 RC の私達に対しての温かい出迎えは来

訪者に対する歓迎の在り方を教わった様な気が致しまし

た。次に、クラブの基盤強化の為に会員を増強し、退会防

止を図りたいと今年は純増１名を目標に掲げましたが、そ

れも叶わず、昨年に続いての会長賞も手が届きませんでし 

た。これは会長の力不足と大変申し訳なく思っております。

先日の下妻で廣瀬ガバナーに実情をお話ししておきまし

たが、現在の社会情勢から新入会員の加入が難しい今、退

会者を防止するにはどうしたら良いか、退会者の理由を分

析し、理事会、CLP などで話し合いを持ち、会全体で考

えなければならないと思います。先日、ロータリー情報委

員会で行った勉強会等も退会防止に繋がる有効な手段だ

と思います。又、年度始めに地域レベル、国際レベルでニ

ーズに合った貢献が出来る奉仕活動を行いたいと申し上

げました。幸いにも社会奉仕、環境保全委員会を中心に母

子島遊水地の桜、折本駅周辺の山茶花の剪定や除草、消毒

を行い、市民の皆さんに美しい花を観賞していただく事が

出来ました。しかし、反面多大な費用と労力がかかり、こ

れらの問題中、長期的な見地から考えなければならないと

思います。又、赤い羽根募金、ローターアクトと合同で行

っただるま市での岩手宮城内陸地地震募金など奉仕をす

る事が出来ました。そして、社会奉仕委員会を中心に実行

委員会を結成、職業奉仕委員会や会員の方にも御協力を頂

き、「みんなで地球温暖化を防止しよう」という啓蒙運動

を市民の皆さんに向けて行いました。私達は、この地球を

守る事は我々のみならず、未来の子供達に水と緑豊かな地

球を残すのは現代人の責任だという事を学びました。この

運動は単発では意味がなくなってしまいますが、奥沢年度

でも未来の為に、綺麗な水、CO2 の削減を推進するとの

事で御座いますので宜しくお願い致します。尚、事業では

ロータリー財団委員会に御協力を頂き地区補助金を頂き

ました。これからも有効に活用したいものです。国際奉仕

委員会は WCS の「この指とまれ」を提唱、第２８２０地

区の多くのクラブの皆さんとネパールの子供達へ文具等

を送り、国際交流友の会を支援して識字率の向上や友の会

の生徒達と国際交流を深める事が出来ました。新世代委員

会ではハローワールドを開催、小学生と筑波大学の各国の

留学生との交流は小学生にとって異文化を知り、目を世界

に向ける事の出来る貴重な体験だった様でした。そして、

ローターアクト委員会と共にローターアクトやボーイス

カウト・ガールスカウトへの支援、育成することは、私達

自身も若い人のエネルギーと熱意に刺激を受け活力を得

る事が出来るのではないかと思います。ロータリーの理念

の中核は職業奉仕にあります。職業奉仕委員会では事業所

訪問を行い、又、毎月第一例会に４つのテストを唱和する

ことによって職業人としての社会倫理感を学ぶ事が出来

ました。又、数値目標でありました財団寄付１人 130 ド

ル、ロータリー米山奨学会寄付 1 人 2 万円、ポリオ撲滅

限定寄付 1 人 30 ドルは皆様の御協力により、達成いたし

ました事を御報告致します。心から御礼申し上げます。 

 

そして、米山奨学生ハン・ショウフウさんのカウンセラー、 

米山奨学生との交流を通して国際親善を深める事が出来

ました。昨年度から CLP 導入し組織、運営等を検討して

参りましたが、これからも私達のクラブが独自の特性を

(アイデンティティー)を築く為に、毎年見直し前進したい

と思っております。只今は、今年度を振り返って参りまし

た。幹事初め皆様の御協力により滞りなく終了する事が出

来ました。皆様に心から御礼を申し上げ 1 年の感想と致し

ます。有り難うございました。 

 

一年間の反省       中里泰久 幹事 

今年度、幹事を仰せつかった訳ですが、皆さんの御協力

を頂きながら、なんとか 1 年が過ぎました。自分なりには、

精一杯やったつもりではおりますが、人にはそれぞれ能力

というものが御座います。荒川会長初め、プレイヤーであ

る皆さん方の足を引っ張ってしまった事、多々あったかと

思います。この場をお借りして、お詫び申し上げます。反

省点といえば、会員数 57 名でスタートしたわけですが、

現在 51 名になってしまいました。これにつきると思いま

す。勿論、私の能力不足の何者でも御座いません。反省な

ら猿にも出来るとお叱りを受けそうですが、そんな心境で

す。申し訳御座いませんでした。 

 

ガバナー補佐挨拶  金子元則 ガバナー補佐 

「光陰矢のごとし」と申しますが、本当にあっという間 

の一年でした。皆さん一人ひとりにご支援をいただきあり

がとうございました。広瀬ガバナーからも目標を達成でき

たのも皆さんの暖かいご支援・ご協力があったからだと感

謝しておられました。私も 5分区のリーダーとして例会を

楽しみに参加させていただきました。みなさん一人ひとり

と握手し一人ひとりのぬくもりを感じさせていただきま

した。一年間ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

6/17 50 36 14 0 7 

 

 

 

 

 



メークアップ 

・6 月 10 日 ロータリー情報委員会 

  佐藤昭・羽田節子・正根寺幸雄・小島ゆり・薗部浩重 

  永井啓一・荒川洋一・中里泰久・新井雅勝・大林稔 

 

・6 月 11 日 筑西きぬ RC 

  鈴木光則 

 

・6 月 11 日 G 事務所 

  奥沢裕二・諏訪哲也 

 

・6 月 11 日 下館 RAC 

  奥沢裕二・川連秀典・大林稔・諏訪哲也 

 

・6 月 13 日 資料整理委員会 

  井狩浩一・瀧田昌甫・日向野陽・浜野紘嗣・加藤昌美 

  新井和雄・中里泰久・荒川洋一 

 

・6 月 16 日 会員増強・フォーラム準備委員会 

  奥沢裕二・浜野紘嗣・諏訪哲也・早瀬浩一・佐藤昭 

 

SMILE BOX      細谷貢 委員長 

ガバナー補佐 金子元則様 今日は宜しく。 

新関 治夫様 次年度宜しくお願いします。 

荒川 洋一  ガバナー補佐金子元則様、次年度ガバナー

補佐新関治夫様、米山奨学生 陳莉さんよ

うこそいらっしゃいました。 

中里 泰久 金子ガバナー補佐、次期新関ガバナー補佐 

      ようこそおいで下さいました。 

中丸 健  陳莉さんの来訪を歓迎して。 

関谷 徹  去る 5 月 30 日パインズ日光ゴルフクラブ 

      8 番ホールで初めてホールインワンを達成 

      しました。 

溝口 明洋 金子ガバナー補佐ようこそおいで下さいま 

      した。関谷さんホールインワンおめでとう御

座います。 

根岸 隆男 金子さん、会長、幹事さん 1 年間御苦労様 

      でした。 

鈴木 光則 Welcome 金子さん、新関さん。 

永盛 宜也 金子ガバナー補佐・新関ガバナー補佐エレク

トようこそ。米山奨学生、陳莉さんを歓迎し

て。 

小林 一彦 金子ガバナー補佐・新関ガバナー補佐エレク 

トようこそ。米山奨学生、陳莉さんを歓迎し 

て。 

加藤 昌美 金子ガバナー補佐 1 年間大変お世話になり 

ました。立派な活動に敬意を表して。 

浜野 紘嗣 金子補佐御苦労様でした。新関補佐間もなく 

ですね。頑張って下さい。関谷さんホールイ 

ンワンおめでとう御座いました。 

 

 

白井 信行 金子ガバナー補佐 1 年間御苦労様でした。関 

谷徹さんホールインワンおめでとう。 

日向野 陽 金子ガバナー補佐、新関ガバナー補佐エレク 

      の来訪を記念して。関谷徹さんホールインワ 

ンを記念して。 

奥沢 裕二 金子ガバナー補佐 1 年間大変御苦労様でし 

た。新関ガバナー補佐ようこそ御来訪有り難 

う御座います。1 年間宜しくお願い申し上げ 

ます。 

新井 雅勝 金子ガバナー補佐・新関ガバナー補佐エレク 

トようこそおいで下さいました。 

大林 稔  金子ガバナー補佐・新関次期ガバナー補佐 

      をお迎えして。 

瀧田 昌甫 荒川会長・役員・理事の皆さん 1 年御苦労様 

でした。 

 

本日(6/17)の合計 ￥32,000 円  累計 ￥1,725,000 円 

 

会長挨拶（6/24）    荒川洋一 会長 

いよいよ本日は最終例会となりました。この１年間、中

里幹事初め、会員の皆様には大変お世話になりました。お

陰様で、皆様にはご協力を頂き会長としての務めを果たす

事が出来ました。心から感謝申し上げます。この後、１年

の締めくくりとして宴をもうけさせて頂きました。先日の

SAA のお話のようにお酒などは十分用意致しましたので、

ごゆっくりご歓談を頂き１年の疲れを癒され、新しい年度

に向けて英気を養って頂けたらと思います。最後に、次年

度の奥沢、諏訪年度が素晴らしい１年になります様にご祈

念申し上げご挨拶と致します。１年間有難う御座いました。 

 

幹事報告         中里泰久 幹事 

1. 下妻 RCより会報受理。 

 

1. 茨城県雇用開発協会より平成２１年度職業生活設計セ

ミナーの案内がきております。 

 

1. 筑西市役所より森田茂市葬の案内がきております。 

 日時 ７月１８日（土）午後１時 

 場所 筑西市民会館 

 

1. 郡会員より高齢のため退会致しますとの退会届が承認

されました。 

最終夜の親睦例会 

  

会長挨拶       ＲＡＣメンバーと 

 



SMILE BOX      細谷貢 委員長 

荒川 洋一  一年間御協力ありがとうございました。

RAC のみなさん、ようこそいらっしゃい

ました。 

中里 泰久  一年間ご協力ありがとうございました。 

井狩 浩一  荒川会長、中里幹事及び役員理事の皆様一

年間ご苦労さまでした。 

増渕 文夫  荒川会長中里幹事及び役員理事の皆様一 

年間ご苦労様でした。 

堀江 清彦  荒川年度会長始めスタッフの皆さん 1 年

間御苦労様でした。 

日向野 陽  荒川会長、中里幹事一年間ご苦労様でした。 

大林 稔   荒川会長、中里幹事年度、1 年間御苦労様

でした。 

柳沢 克己  会長・幹事・副幹事・役員・理事の皆さん

一年間ご苦労様でした。 

新井 雅勝  荒川会長中里幹事中西副幹事一年間大変

御苦労様でした。 

奥沢 裕二  荒川会長始め役員理事委員長の皆様、一年

間御苦労様でした。これからもロータリー

は続きますよ。 

川連 秀典  荒川会長・中里幹事・役員の皆様一年間お

世話になりました。 

加藤 昌美  荒川会長、中里幹事、中西副幹事 1 年間大

変ご苦労さまでした。 

正根寺 幸雄 荒川会長中里幹事一年間ご苦労様でした。

お世話になりました。 

早瀬 浩一  荒川会長、中里幹事、中西副幹事一年間ご

苦労様でした。 

新井 利平  娘利佳子もローターアクトをやめること

になりました。有難うございました。 

飯島 康夫  長い間お世話になりました。除草のお役に

立てていただければ幸いです。 

小倉 利一  長い間お世話になりました。 

百目鬼 博行 1 年間例会運営に御協力有難うございま

した。 

溝口 明洋  荒川会長、中里幹事、役員の皆様 1 年間お

つかれさまでした。 

鈴木 光則  会長・幹事おつかれさまでした。 

小林 一彦  荒川会長、中里幹事一年間ご苦労様でした。 

中西 悦夫  一年間ありがとうございました。 

大関 幸政  荒川会長、中里幹事一年間ご苦労様でした。 

永井 啓一  荒川会長、中里幹事一年間ご苦労様でした。 

新井 和雄  役員の皆様 1 年間御苦労様でした。 

関谷 徹   荒川会長他スタッフの皆様 1 年間御苦労

様でした。 

司代 隆之  荒川会長、中里幹事、副幹事、役員、理事

の皆さん一年間お世話になりました。あり

がとうございました。 

高橋 秀夫  荒川会長、中里幹事一年間御苦労様でした。 

中丸 健   荒川会長さん、中里幹事さん外会員の皆様

1 年間大変お世話になりました。 

プログラム委員会 永盛 武・白井 信行 

       1 年間お世話になりました。 

星野 英夫  荒川会長、中里幹事 1 年間御苦労様でした。 

細谷 貢   荒川会長、中里幹事一年間御苦労様でした。 

 

本日(6/24)の合計 ￥63,000 円  累計 ￥1,788,000 円 

 

アクトコーナー 

09－10 年度下館ＲＡＣ クラブターゲット 

「一歩 二歩 三歩」 

 

アクターに求められるのは、会員一人一人の成長です。

その為には、新しい事へのチャレンジが必要不可欠となっ

てきます。私たちは、すでにローターアクトという舞台に

第一歩を踏み出しています。そこにおいて、何か新しい事

にチャレンジするという二歩目を踏み出し、その精神を継

続させるという三歩目を踏み出さなくてはなりません。ど

んな成長を遂げるか、この下館 RAC をどのように形成し

ていくかは、私達自身の手の中にあります。下館 RC のみ

なさんのお力をお借りし一年間を充実したものにしてい

きたいと思いますので、次年度もご指導のほどをお願い申

し上げます。 

 

★7 月第１例会のご案内★ 

・日時：7 月 9 日（木） 19：30～ 

・場所：アルテリオ 会議室 

・内容：コミュニケーション 

年度始めの毎年恒例の例会です。アクトやオブザーバー、 

沢山の方々とのコミュニケーションを行いますので是非

御参加下さいますようお待ち申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

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 


