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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
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外部卓話
鈴木勝家様（筑西市観光協会会長）

ボーイスカウト代表卓話
ガールスカウト代表卓話



『 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

社会奉仕委員会からのお知らせ
　　　　　　　　   　  外山壽彦委員長

「赤い羽根共同募金」街頭募金のご協力のお願い

　今年も例年通り「赤い羽根共同募金運動」が

下記の通り開催されますので御協力宜しくお願

い致します。

日　　時　平成29年10月2日（月）

　　　　　午前7時～ 8時30分　※雨天決行

集　　合　下館駅北口　6時50分集合

　（下館駅南口の方は、北口へお集まり下さい。）

実施場所　下館駅北口及び南口、玉戸駅、

　　　　　川島駅、新治駅

親睦活動・友好委員会からのお知らせ
                                    百目鬼博行委員長
1. 本日「懇親炉辺会合」（夜の例会）を開催いた

します。メイク扱いとなりますので、多数の

ご参加を期待しております。

2. 会長方針による、10月27日筑波「江戸屋」

での一泊懇親例会申込期限が近づいて参りま

した。お申し込みは当月中に親睦・友好活動

委員会までお願い致します。

　なお、日帰りご希望の方のご参加も歓迎いた

します。

卓　話　　　  舘野博職業奉仕委員長

　只今、ご紹介いただきました本年度職業奉仕

委員長を仰せつかっております舘野でございま

す。まず私の趣味というか、妻には走っている

だけで何が面白いのとからかわれております

が、ジョギングと発酵食品を取ることに心がけ

ております。

前例会報告　第2805回　2017/9/20（水）

会 長 挨 拶 　      永 盛  武 会長

　先週水曜日、北中学校で我がクラブが後援す

る「第24回筑西市少年の主張大会」がありまし

た。14名の発表者中、男子生徒はわずか 2名、

ロータリー会長賞には関城中学校３年生の市村

千華さんが「言葉の力」というお話題で選ばれま

した。私の代理で参加いただきました島田青少

年奉仕委員長には大変ご苦労さまでした。

　ついては彼女の話を是非会員の皆様にもお聴

きいただきたいと思いますので、理事会にはか

り、会長挨拶の時間内で、約 5分程度ですので、

彼女の爽やかな訴えを実現したいと思います。

　先日前年度の会計監査が終了し只今現況報告

書印刷に入りました。10月18日はガバナー補

佐がガバナー公式訪問の準備のため来訪されま

すので、万障お繰り合わせの上ご出席お願い申

し上げます。尚、現況報告書作成には毎年時間

が掛かり過ぎますので、もっとスムーズに出来

る方法について後日皆様と一緒に勉強したいと

思います。

　更に公式訪問の 11月1日は100％出席を目

指して努力中でありますのでご協力をお願いい

たします。

　この 23日・24日と日韓親善会議のため潮田

さんとソウルに行って参ります。

　本日の卓話者は舘野会員です。宜しくお願い

致します。

今日の一言　気　象　　安岡正篤著

　春には春の気象が有り、秋には秋の気象があ

る。人間も独特な気象が出てくれば「出来た人」

という。

幹 事 報 告　　　 　 中 里 泰 久 

○公益社団法人茨城県青少年育成協会より、あ

いさつ・声かけ運動のポスターが届いており

ます。

○結城ＲＣよりクラブ現況報告書が届いており

ます。

○７ＲＣ親善ゴルフ大会実行委員会開催の案内

が届いております。日向野さんにお渡しして

おきます。

1 1 月 １ 日 は ガ バ ナ ー 公 式 訪 問 で す



『 未来へチャレンジ 』　 2017－18年度 国際ロータリー第2820地区テーマ

　最初に、先輩のアドバイスは「シューズは最

低１万円以上するものを用意すること」でした。

昨年、東京マラソンへ応募したら偶然当たって

５時間27分で完走しました。東京マラソンは

寒い中、１時間前の集合なのでトイレを我慢す

るのがきつかったことを記憶しております。

　また、国内・海外出張に出かける時でもシュー

ズと着替えを必ず持参し、気軽に走っています。

その街、その国の様子が分かりなかなか楽しい

ものです。

　ジョギングは 42.195ｋｍのマラソンだけで

なく、５ｋｍ・10ｋｍ・ハーフなどもあります

ので、気軽に参加出来ると思います。

職業奉仕研究会報告

期日　2017年7月9日（日）10：00 ～14：30

会場　三の丸ホテル　参加者 約50名程度

（1）冒頭、保延ガバナーから「職業奉仕とは何

ぞや」「何のために奉仕活動をやるのか」等をこ

の研究をとおして理解を深めていただきたい旨

の挨拶があり

（2）引き続き、倉沢研修リーダーからは、「今は、

奉仕を職業・社会・青少年・国際と一律に区分

できないのも実状である。本日は、各地区ＲＣ

の活動内容の報告もお願いしたい」との挨拶

（3）山崎カウンセラーの講話（約20分）

・ロータリーの父は「4 人」いる。（ポール・ハ

リス氏　アーチ・クランフ氏　ドナルド・カー

ター氏　アーサーＦ・シェルドン氏）

・1989 年の風（日本では昭和天皇が崩御、天安

門事件、東欧の民主化、、）

その中で、ＲＣも変化した（大きく 4 点）

　・「女性の入会」が承認された

　・「超我の奉仕」の標語をロータリーの第 1 の

　　モットーとする（「世のため人のために心を

　　込めて尽くす」）

　・「最もよく奉仕する者　最も多く報いられ

　　る」の標語がロータリーの第 2 のモットー

　　となった

　・「職業宣言」の採択

　　（職業奉仕は、事業の道徳水準を高め、品

　　位ある業務はすべてされるべきという認識

　　を深め、奉仕の理念を実践していくという

　　目的を持つものである、、、）

（4）木村職業奉仕総括委員長の講話（約20分）

・職業奉仕とは、「自分の職業を通し、奉仕活動

を行い、地域の人々や地域社会から「尊敬と信

頼と信用」を自分自身が受けること、である

　・職業奉仕はロータリーそのものである

　・例会をとおして奉仕の心を育む

　・高潔性をもって天職により、人のため、世

　　のために尽くす

（5）事例発表（約40分）

古河東ロータリークラブの「地元中学・高校へ

の出前講座」について発表

・「道徳教育出前講座」（市内の中学2校に2008

年から毎年、ＲＣ会員が出前に。「看護師」「ヘ

アーサロン経営者」「弁護士」など、さまざまな

職業人の生の話を聞いてもらうことで、職に興

味をもってもらう）講座は、生徒たちにも刺激

を与えていて、毎回、礼状、感想文が届く。

（6）午後の部

Ａ～Ｈのグループに分かれて、「今年度の職業奉

仕活動について」というテーマで各グループで

討論。最後にグループの代表者 1 名が、そのグ

ループの討論内容を報告。（1グループは5名か

ら7名で編成）

・下館ＲＣ（舘野）は、Ｄグループ（北茨城・勝田・

水戸東・土浦南・水海道・玉造・下館の7名）

討論の内容（まとめると4点）

　・職場（諸官庁・企業等）を訪問する

　・会員同士の「卓話」を通じて相互の理解を深

　　める

　・出前授業をする（例：特別支援学校を訪問。

　　その生徒さんたちが最終的に企業に就職）

　・外部の方をお招きして講演会を開く

以上のような内容を各ＲＣに持ち帰り、具現化

（実行）してみる。

（7）総評等

・職業奉仕は、奥が深い。ある意味「地味な活動」    

である。

・「4 つのテスト」は、理念であって実践ではない。

自分たちが実践することにより会員一人ひとり

の向上につながる

（8）その他

上記（3）（4）（5）のパワーポイントの資料は、

保延ガバナー事務所？のホームページに公開す

るので、どうぞ、閲覧いただきたい。

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

しています。

▼加藤　昌美さん　舘野会員の卓話楽しみです。

▼関谷　　徹さん　舘野会員の卓話楽しみです。

▼鈴木　光則さん　舘野さんの卓話を記念して。

▼早瀬　浩一さん　舘野会員、卓話宜しくお願

い致します。

▼神山　芳子さん　現況報告書が無事終わりま

した。９月24日（日）2～ 6時結城ラクロス、

ポリオ募金活動を行います。他クラブの皆さ

んもいらしてくださいますので、是非お出か

けください。

▼百目鬼博行さん　舘野さんの卓話を記念して。

▼佐藤　　昭さん　舘野様、卓話よろしく。

▼鈴木　健一さん　舘野さん、卓話宜しくお願

いします。楽しみです。

▼外山　寿彦さん　舘野様、宜しくお願いします。
▼堀江　　勤さん　舘野さん、卓話宜しくお願

い致します。

▼馬場　　保さん　舘野会員、卓話宜しくお願

い致します。証券界でも「負極財」に注目して

います。

▼潮田　武彦さん　舘野さん、本日の卓話宜し

くお願いします。

▼秋葉　浩一さん　舘野会員、卓話お疲れ様です。

▼木幡　　浩さん　舘野会員の卓話楽しみにし

ております。

▼舘野　　博さん　ヘタな卓話にお付きあいく

ださい。宜しくお願いします。

▼新井　和雄さん　舘野会員の卓話楽しみにし

ています。

▼岩﨑　晴男さん　舘野会員の卓話楽しみにし

ていました。

本日の合計　22,000 円

累計 278,000 円

出 席 報 告　    鈴 木 光 則委員長

※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。

　最後に、私の職場、日立化成を簡単に紹介い

たします。

マイルＢＯＸ  　岩 﨑 晴 男委員長

▼永盛　　武さん　舘野さんの卓話を記念し

て！

▼中里　泰久さん　舘野職業奉仕委員長、本日

は宜しくお願い致します。

▼日向野　陽さん　舘野博会員、卓話楽しみです。

▼新井　利平さん　舘野会員、卓話ご苦労様です。

▼小林　一彦さん　舘野会員の卓話を楽しみに

会員数
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欠席数

7
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