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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

ロータリー財団
　菊　地　　敏　氏

二宮尊徳の話
　上野　怜氏（壱圓塾）
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『 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

かいうことは決してない。物につまずいてひっ

くり返るなんて、これは迂闊のいたすところだ。

修行未熟のいたすところだ。だからそういう時

には、「しまった。おれもうっかりしておった」

と自ら反る。それが本当の人間である。その人

は確かな人であり進歩する人だ。そこから非常

に変わってくる。

幹 事 報 告 　 中 里 泰 久 幹事

○白戸ガバナー事務所より年次報告と地区年鑑

が届いております。メールBOXの下の欄に

入れておきますのでご覧になって下さい。

○筑西市企画部より、つくば地区図柄入りナン

バープレート住民アンケート調査の協力依頼

が届いております。過日、外山社会奉仕委員

長よりお願いのあったもので、詳細は会報

2455号をご覧になって下さい。

○29日高梁RC創立45周年式典に出席して参

りました。台風を迎えに行って連れてくる日

程でしたので、真っ暗な線路上で止まってし

まった電車の中で自分の不徳の大きさを深く

反省して参りました。式典は市長・会議所会

頭・地元各団体・ガバナー・ガバナーエレク

トの出席と同様のものでしたが、スポンサー

クラブ・姉妹クラブの下館をはじめ分区内ク

ラブは会長・幹事のみの招待。また地元のラ

イオンズクラブの出席があり、確認したとこ

ろ、年一度、ライオンズクラブとの合同例会

を開催しているとのことでした。

　祝宴は京都から５人の舞妓さんを呼んでのア

トラクションがあり、アトラクション後も、

だらり帯の舞妓さん達が各テーブルを回っ

て、お酌や記念撮影い応じて華やかで・和や

かでした。

　

社会奉仕委員会からのお知らせ

外 山 壽 彦 委員長

　28日29日午前５時より、母子島遊水池の

環境を守る協力金募金を現地で開催致しました。

ご協力ありがとうございました。これからも、

ポリオ募金等行いますので合わせてご協力宜し

くお願い致します。

前例会報告  　第2811回   2017/11/1（水）

　

お　客　様　ようこそ下館ＲＣへ

保延輝文ガバナー（石岡ロータリークラブ）

品田　賢ガバナー補佐（しもだて紫水 RC）

下村　正地区副幹事（つくば学園 RC）

飯田正行地区副幹事（つくば学園 RC）

田中ガバナー補佐セクレタリー（紫水 RC）

会 長 挨 拶 　永 盛  武 会長

　一昨日は、東京に「こがらし」一番が吹いたと

か。お互いに健康管理に留意しましょう！

　先週は、一泊親睦例会で筑波山江戸屋での移

動例会でした。参加された方の中には、○印サ

インをこの挨拶中にしてくれた方がいらっしゃ

いました。また、中里幹事においては高梁ＲＣ

４５周年記念式典に参加のため、先週に続いて

きた台風22号に向かって行き（28日）、帰りは

その影響で２時間遅れの帰宅（午後11時）と

なったとのことです。御苦労さまでした。

　今年は年度当初計画になかった母子島遊水地

における環境保全意識高揚のための協力金募金

活動（社会実験）を27・28 日の両日行いました。

外山社会奉仕委員長はじめ参加されました方々

には深くお礼申し上げます。

　さて、本日は保延ガバナーをはじめ品田ガバ

ナー補佐、下村・飯田地区幹事及び田中セクレ

タリーをお迎えしてのガバナー公式訪問例会で

す。皆様には先程母子島遊水池の視察をしてい

ただきました。

　それでは、保延ガバナー宜しくご指導お願い

申し上げます。

一日一言　自ら反る（カエる）　安岡正篤著

　君子は自ら反る。「自反」ということは「論語」

「孟子」の根本精神といってよい。自ら反る、自

らに反る。自分で自分に反る。例えばつまずい

て怪我をした。「こん畜生！」と言って石を蹴る

人間がある。そういうのはつまらない人間であ

る、つまずいた時「ああうっかりしていた。お

れもまだいけないぞ」と反省をする。例えば武

道の達人だったら、つまずいてひっくり返ると



『 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

　　伝えられるようにするため、データを集

　　めクラブの奉仕時間と寄付を数量化する。

ロ．ロータリーの人道的奉仕が世界にもたら

　　す影響に関する資料をクラブや地区に提

　　供する。

ハ．ポリオ撲滅におけるロータリーの役割と、

　　ロータリー財団の次世紀に向けた「世界

　　でよいことをする」計画の周知を図る。

ニ．多様なメディアを通じてロータリーを紹

　　介するようクラブと地区に奨励する。

地区スローガン　「未来へのチャレンジ」

地　区　目　標

１．クラブのサポートと強化

２．公共イメージと認知度の向上

３．青少年への支援

４．ロータリー財団への支援

５．米山記念奨学会への支援

６．衛星クラブの新設（１クラブ以上）

　最後になりますが、来年の６月24 ～27日、

カナダのトロントにて国際大会が開催されま

す。その時、茨城ナイトを開催しますので是非

そちらも参加して下さるようお願い致します。

卓　　話　　　 保延輝文ガバナー
ガ バ ナ ー 公 式 訪 問

　こんにちは。ガバナーの保延でございます。

私は、財団委員会がここで開催されますので幾

度もここへ参っておりますが、本日はRIまた地

区の方針をお伝えに参りました。

　現在、日本には34地区ありますので、17人

ず つ ２ グ ル ー プ に 分 か れ て、AM9：00～

PM5：00迄、１週間研修を受けてきました。

その時のリーダーがネクタイをゆるめて、リ

ラックスしてやろうと言ってくれて私は非常に

助かりましたので、本日もそのようにネクタイ

をゆるめて、リラックスして聞いてくだされば

と思います。

ロータリーの目標

１．クラブサポートと強化

イ．効果的な戦略計画を立案、実施するロー

　　タリークラブと地区の数を増やす。

ロ．会長賞の受賞クラブ数を増やす。

ハ．クラブ会員基盤の多様性（年齢全般、性別、

　   人種、職業）を高める。

ニ．ロータリーにふさわしい若い職業人や　

　　ロータリー学友、自営業、独立業務請負

　　人、個人事業主、退職したばかりの人を

　　勧誘して会員増強を図る。

２．人道的奉仕の重点化と増加

イ．ポリオ撲滅という子どもたちへの約束を

　　果たす。

ロ．６つの重点分野における奉仕活動と支援

　　を奨励して、ロータリアンと学友のロー

　　タリー財団に関する知識と参加を増やす。

ハ．ロータリー財団の年次基金への寄付　　

　　（Every Rotarian Every Yearの 推 進）と

　　恒久基金への寄付（2025年までの目標　

　　20億2500万ドルに近づける）を増やす。

ニ．財団への寄付及びクラブ会員増強と奉仕

　　活動の目標をロータリークラブ・セント

　　ラルで提出するクラブの数を増やす。

３．公共イメージと認知度の向上

イ．ロータリーの人道的奉仕の影響を明確に 母子島遊水池視察



＊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

結婚記念　関谷　徹さん　早瀬浩一さん

　　　　　島田　茂さん　堀江　勤さん

　　　　　黒澤昌之さん

パートナー誕生　加藤昌美さん　小林一彦さん

▼保延　輝文ガバナー　下館RC公式訪問を記

念して。

保延輝文ガバナー、品田賢ガバナー補佐、下村

正地区副幹事、飯田正行地区副幹事、田中ガバ

ナー補佐セクレタリー、ようこそお出で下さい

ました。本日は宜しくご指導の程お願い致しま

す。（敬称略）

　　永盛　　武・中里　泰久・瀧田　昌甫

　　日向野　陽・加藤　昌美・永井　啓一

　　関谷　　徹・鈴木　光則・早瀬　浩一

　　新井　利平・小林　一彦・秋葉　浩一

　　神山　芳子・佐藤　　昭・島田　　茂

　　馬場　　保・木幡　　浩・舘野　　博

　　鈴木　健一・百目鬼博行・菊池　祥明

　　潮田　武彦・新井　和雄

本日の合計　89,000 円　累計 460,000 円

出 席 報 告　    鈴 木 光 則委員長

■メークアップ（敬称略）

10月 25日　広島陵北 RC　神山　芳子

10月 26日　尼崎西 RC　神山　芳子

10月 27日　母子島遊水地の環境保全募金活動

　　　　　　　永盛　　武・日向野　陽

　　　　　　　中里　泰久・木幡　　浩

　　　　　　　外山　壽彦

10月 28日　母子島遊水地の環境保全募金活動

　　　　　　　永盛　　武・新井　利平

　　　　　　　岩﨑　晴男・外山　壽彦

10月 29日　高梁RC　中里　泰久

スマイルＢＯＸ　 新井和雄副委員長

会員誕生　瀧田昌甫さん　永盛　武さん

　　　　　外山壽彦さん　潮田武彦さん

免除

2
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