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次週のプログラム

今　週のプログラム

祇園祭（7月最終週の木曜日から４日間）

玉のような汗を飛ばす男衆の大神輿。
若き女性の肩にゆられる姫神輿。
筑西最大の夏の風物詩「祇園まつり」の
迫力とエネルギーは圧巻です。

イアン H.S.ライズリー 2017-18 ＲＩ会長

下館ロータリークラブ会報
国際ロータリー第2820地区

発行日：平成 29年 9月 20日　　　第 02451号

会員卓話　舘野博会員　

外部卓話
鈴木勝家様（筑西市観光協会会長）



『 発想の転換を図ろう ! 』　2017－18年度 下館ロータリークラブテーマ

実際にいつまでも老いないで暮らすことが出来

るのである。

幹 事 報 告　　　 　 中 里 泰 久 

　本日PM1：00～ 4：15 北中学校にて第24

回筑西市少年主張大会が開催されておりますの

でご都合のつく方はご参加下さい。

親睦活動・友好委員会からのお知らせ

　　　　　　　　   百目鬼博行委員長

　9月6日理事会で「懇親炉辺会合」（通称　夜

の例会）が親睦活動・友好委員会プログラムと

して承認されました。下館ＲＣ定款第9条の規

定により参加者はメイクアップとして有効とな

ります。

　次週第 3 水曜日18：30 より「さかなや道場」

にて開催いたします。

卓　話　　　 笠倉勉 同友クラブ会長

同友クラブの歴史と活動
同友クラブ活動報告

○同友クラブとは

　地域のまちづくり運動と、自己啓発運動を目

的に、旧下館市の経済人を中心に設立しました。

会員構成は、地元の事業経営者が多数占めてお

りますが、商工会議所会頭、国会議員、市議会

議員等、顔ぶれは多種多様に及んでおり、日々、

地域発展のための活動をしています。

前例会報告　第2804回　2017/9/13（水）

お　客　様　ようこそ下館ＲＣへ

笠 倉 　勉 様（同友クラブ会長）

宮 田 憲 一 様

会 長 挨 拶 　      永 盛  武 会長

　本日の卓話者　笠倉同友クラブ会長、オブ

ザーバー宮田憲一様ご多用のところ、ようこそ

おいでくださいました。

　今の下館クラブの平均年齢は66歳だそうで

すので、66歳以下の会員増強を急がなければ

なりません。私も会員増強について頑張ってお

りますので、増強委員会の皆さまは勿論のこと、

それ以外の会員皆さまのご協力をお願いすると

ころで御座います。

　さて、法人会員の皆様には読まれた方も多い

と思いますが、機関紙「ほうじん697号」に高

齢者の新しい定義について掲載されておりまし

たのでご紹介いたします。政府は定年を70歳

に引き上げるという折、これまで長らく65歳

以上とされてきた高齢者の定義を10歳延長し

て75歳以上とするというものです。発信元は、

日本老年学会と日本老年医学会で、この両学会

は2013年に高齢者問題の再検討に入ったとい

うことです。「現在の65歳から74歳の世代は、

身心ともに健康が保たれて、活発な社会生活の

可能な人が大多数を占めているので、高齢者に

するのは時代にふさわしくない」との理由です。

そこで新しい名前が生まれました。つまり65

歳から74歳は「准高齢者」、75歳から89歳を

「高齢者」、そして90歳以上を「超高齢者」と呼

ぶということです。因みに現在の医療制度では

65歳から74歳を前期高齢者、75歳以上を後期

高齢者とはご存知のとおりです。

　そこで、冒頭申し上げました66歳以下とい

う目標を「准高齢者」まで広げてもよいのではな

いかと思いますが、皆さま如何ですか？

今日の一言　　老いを忘れる　安岡正篤著

　真の人物は気概があると共に、どこかゆとり

があって、楽しむところがなければならぬ。そ

れではじめて老いを忘れることが出来る。また、

1 1 月 １ 日 は ガ バ ナ ー 公 式 訪 問 で す
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○目的

　個性を尊重し、話し合いと理解と協力のもと

に自己啓発と研修に努め、もって地域社会の発

展に寄与するとともに、会員相互の親睦を深め

ることを目的としています。

○会章について

　丸と四角の環は、それぞれ違った個性、立場、

主張を示し、その組み合わせは「話し合い」と「理

解」と「協力」を表します。

○クラブ旗

　丸と四角の重なりの輪は、共同、合議、自主、

創意、合理の行動綱領を示し、「協力」と「調和」

の無限の力を表します。色彩の白は「初心」を、

青セルリアン・ブルーは「理知」と「希望」を示

します。

○歴史

1961年６月　29名の経済人で設立

1963年８月　同友月報第１号発行

1971年　　 　10周年

1975年１月　竹内知事を囲んでの新年会

1983年１月　竹内知事を囲んでの新年会に青

　　　　　　 年会議所が加わる

1985年７月　健康診断

1986年11月　第1回関東選抜しもだて学童野

　　　　　　　球大会（22 チーム）

1988年11月10日　会員100名記念祝賀会

1990年11月　しもだて商工まつり参加

1991年７月　創立30周年記念事業

1994年１月　橋本知事を囲んでの新年会

2000年１月　橋本知事を囲んでの新年会に商

　　　　　　 工会議所青年部も加わり3 団体

2011年７月　設立50周年記念事業

　1961年から1990年は、年間2、3回の例会の

開催であり、主に市政報告、講師例会でした。

1991年から毎月の例会となりました。

　私が同友クラブ第19代会長になり、「地域に

必要とされる同友クラブ」をスローガンに事業

を勧めています。

　クラブの目的を会員全員が理解し、同じ意識

をもって、事業をおこない、ケーブルテレビ、

SNS等を利用し、クラブ活動をPR し、クラブ

のイメージを向上させ、地域の方々に知っても

らえるように努めます。

2016年４月　平成28年度定時総会

2016年５月　企業 PRと名刺交換会

2016年６月　第32回健康診断

2016年７月　同友よいち

2016年８月　第31回関東選抜しもだて学童野

　　　　　　 球大会

2016年９月　地域振興 × ビジネス × 若者　

　　　　　　 まちづくりイノベーターになろう

2016年10月　赤い羽根募金運動

2016年10月　終活、人生のエンディングを考

　　　　　　 える

2016年11月　シニア会員と交流会

2016年11月　しもだて商工まつり、同友ビン

　　　　　　　ゴ大会

2016年12月　同友クラブ GOGO　55年目の

　　　　　　　誕生祭

2017年１月　相馬クロニクル上映会　高校生

　　　　　　 から見た東日本大震災

2017年２月　橋本茨城県知事を囲んでの合同

　　　　　　 新年会

2017年３月　陶芸を学び体験しよう

2017年４月　平成29年度定時総会

2017年５月　筑西市長と同友クラブ会員の交

　　　　　　 流事業

2017年６月　第33回健康診断

2017年７月　筑西市新中核病院について考えよう

2017年８月　第32回関東選抜しもだて学童野

　　　　　　 球大会（64 チーム）

2017年９月　みんなが楽しい道の駅とするために

2017年10月　東京で会員ファースト交流事業

出席 100％を達成しよう！



＊欠席の場合は午前10時までにダイヤモンドホール（☎0296－28－8511）へご連絡下さい

4つのテスト　①真実かどうか　②みんなに公平か　③好意と友情を深めるか　④みんなのためになるかどうか

▼加藤　昌美さん　同友クラブ会長笠倉さん、

ようこそ。卓話楽しみですが、残念ながら早

退致します。

▼関谷　　徹さん　笠倉同友クラブ会長の卓話

楽しみです。

▼鈴木　光則さん　笠倉さんの卓話楽しみです。

▼早瀬　浩一さん　同友クラブ笠倉会長、よう

こそおいで下さいました。

　オブザーバー宮田憲一様、ゆっくり見学して

ください。

▼神山　芳子さん　同友クラブ会長笠倉様、宮

田様ようこそおいで下さいました。

▼百目鬼博行さん　同友クラブ笠倉会長の卓話

を記念して。

▼鈴木　健一さん　同友クラブ会長笠倉さん、

ようこそいらっしゃいました。
▼潮田　武彦さん　同友クラブ会長笠倉様、本

日の卓話宜しくお願いします。

　宮田憲一様、ようこそ下館ＲＣへ。

▼馬場　　保さん　笠倉様、卓話宜しくお願い

致します。

▼秋葉　浩一さん　同友会クラブ会長笠倉様、

宜しくお願い致します。

▼岩﨑　晴男さん　笠倉勉同友クラブ会長の卓

話を記念して。

　宮田さんようこそ。早退致します。

本日の合計　16,000 円
累計 256,000 円

出 席 報 告　    鈴 木 光 則委員長

■メークアップ（敬称略）

9 月 13日　第 24 回筑西市少年主張大会

　永　盛　武　　島　田　茂　　中里　泰久

　早瀬　浩一　　新井　利平　　永井　啓一

※発表や報告をされた方は、発表内容をデータ

　または紙にて会報・広報委員会迄ご提出くだ

　さい。ご協力の程よろしくお願いいたします。

第 24 回筑西市少年の主張大会開催

　平成29年9月13日（水）筑西市立下館北中学校

にて筑西市少年の主張大会が開催されました。

　少年が健やかに成長するためにには、自ら社

会の一員としての自覚と責任感に目ざめ、健康

な心身づくりに努めるほか、親をはじめ、少年

を育成する立場にある者は、これら少年の健全

な成長を助けるための努力を続けることが必要

です。そのため、中学生による「少年の主張大会」

を開催し、少年が日常生活の中で感じ、あるい

は考えていることを広く社会に訴えることによ

り、同世代の少年がより深く他者や社会との関

わりについて考え、あわせて少年の健全育成に

対する地域の方々の理解と関心を高めようとす

るものです。

マイルＢＯＸ  　岩 﨑 晴 男委員長

▼永盛　　武さん　笠倉同友クラブ会長さんの

卓話を記念して。

　宮田憲一様、ようこそ！

▼中里　泰久さん　笠倉会長、本日宜しくお願

いします。

　宮田憲一様、ようこそ！

▼瀧田　昌甫さん　笠倉さん卓話ご苦労様です。

▼日向野　陽さん　笠倉勉様の卓話楽しみにし

ています。

▼小林　一彦さん　同友クラブ会長笠倉さん、

ようこそおいで下さいました。卓話宜しくお

願い致します。

会員数

32

出席数

18

欠席数

12

病欠

0

免除

2


