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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

１月９日（火）つ た や
　  ３ Ｒ Ｃ 合 同 新 年 会

ク リ ス マ ス 親 睦 例 会
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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

處人藹然　人に接して相手を楽しませる心地良

　　　　　くさせる。

有事斬然　事があるときはぐずぐずしないで活

　　　　　発にやる。

無事澄然　事なきときは水のように澄んだ気でおる。

得意澹然　得意なときは淡々とあっさりしておる。

失意泰然　失意のときは泰然自若としておる。

幹 事 報 告 　 中 里 泰 久 幹事

○筑西きぬクラブより現況報告書が届いており

ます。

○the  rotarian が届いております。

○先週皆様のＢＯＸへご案内させていただきま

した３ＲＣ合同新年会ですが、この場を借り

て出欠を取らせていただきます。ご協力あり

がとうございました。

○水戸クラブより会報をいただきました。

萩原亢雄パストガバナー挨拶

　ＲＩの理事会が先月、11月21・22・23日と

ありましたので簡単にご報告させていただきま

す。お隣りの韓国、台湾は増えておりますが、

日本のロータリアンは 13万人の1997年をピー

クに減り続けておりましたが昨今は底をうって

安定してきた感があります。

　今年度は環境問題に取り組み植樹を勧めてい

ますが、今日明日とはいきませんので、気長に

取り組んでもらいたい。また、財団の方は会費

収入 7,400万＄、他 2,400万＄と非常に順調で

余剰金も１億 1,000万＄になっており、チェッ

クも年３回行われております。今年は年次寄付

０クラブがありませんでした。これは初めての

ことです。

　米山は 125ヶ国、２万人を越え学友会からも

15億円の寄付がありました。奨学生数の学校

別では東大・筑波大・大阪大の順になっており

ます。当 2820地区は例年３～４位の寄付額を

保っており、大変優秀な地区と言えます。

　女性会員数は世界では22％、日本では７％

であり女性会員０のクラブも 30％を数えます。

　増強がなかなか進まない現在、会員年令に

よって会費に差をつけているクラブもありま

前例会報告   第2816回   2017/12/13（水）

　

お　客　様　ようこそ下館ＲＣへ

萩 原 亢 雄 パストガバナー

張 替 雄 一（下館ＪＣ専務理事）

会 長 挨 拶 　永 盛  武 会長

　さて、先週皆様にご案内いたしました島田会

員の後任の葉さんについてご異議申し立てがあ

りませんでしたので、改めて葉章二さんの入会

を認めたいと思います。従って、1月から入会

となります。尚、所属委員会は 1月の理事会に

諮り決定したいと思います。

　久し振りにロータリーとは直接関係のないお

話しが出来るようです。しかしよーく考えれば

ロータリーが果たすべき役割に大きく関係があ

るかも知れません。

　今の世の中、大変な勢いで変化が進んでいる

ことはどなたも感じていることと思います。

　私の周辺でも、私の組み内（班）は16戸でご

ざいます。毎年旅行。ゴルフ、夫婦同伴の忘年

会或いは女性会と称して夫人同士の食事会等が

定期的に行われているとても仲の良いお隣さん

同士です。

　一方16戸の内、夫婦2人の家庭は我が家を

含めて6戸、子供と二人住まいが２戸、1人住

まいが１戸という現実がございます。その内独

身者4 人。

　中小学校に入学する子供数も激変しており、

中舘の戸数約200戸有る中で、ここ数年5名以

内、従って中小学校は殆どの学年が1クラス、

周辺のそれも同じように１クラスが多いようで

あります。一方、日本人の5割の方が100歳ま

で生きるであろうと言われ始めました。その時

超老人大国の年金を支える若者は、1人の年金

生活者に対して何人いるのであろうか？このま

まで誰も良いと思っている国民はいないと思う

のだが・・・そこでＲＣは国内（国民）の為に何

をなすべきか？一緒に考えましょう！

今日の一言　「六　然」　安岡正篤著「一日一言」

自處超然　自分自身に関してはいっこう物に囚

　　　　　われないようにする。



『 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

使って「米と肉の食べ比べ」にテーマを絞って開

催いたしました。

筑西わかもの会議

「若者から発信する未来予想図」

　下館青年会議所の初の試みとなる筑西わかも

の会議を15歳～35歳にターゲットを絞り込み

次世代を担っていく若者たちのアグレッシブな

意見を忌憚なく発信していく場を設営すること

を企画しました。

しもだてハロウィンフェスティバル2016

「下館駅北口商店街　仮装でなぞなぞ大冒険」

　しもだてハロウィンフェスティバル2016は、

下館駅北口商店街の活性化事業として開催しま

した。ハロウィンを楽しむというツールを使っ

て、市民と商店街のコミュニケーションの場を

提供できたことは、本当に素晴らしかったと思

います。

ひとづくり事業

　地域市民および会員に、地域社会の問題を知

る機会、及び人間力の形成の啓発、啓蒙となる

機会を提供する事業です。

自社の魅力知っていますか？

「魅力を引き出す魔法のしつもん」

　宮本園え先生の「魔法のしつもん」と「マンダ

ラチャート」の導きにより、自社の魅力につい

て考え、グループ内で意見交換することにより、

新たな気づきや刺激を感じてもらうことができ

ました。また、自社と向き合い、見つめ直す貴

重な時間を提供できたと思います。さらに、サ

イトの開設という新しい取り組みは、多媒体と

の連携や、聞いて終わりではなく、形に残すこ

とで、後日再確認でき、今後の経営活動に活用

できるという面でも良かったと思います。

大人の社会科見学ツアー

「必見！！石坂産業が世界から注目されるワケ！！」

「絶対絶命でも世界一愛される会社に変える！

２代目女性社長の号泣戦記」の著書でもある石

坂典子社長が経営する、石坂産業株式会社の工

場見学と、石坂社長の講話をお聞かせ頂くとい

う内容でした。

す。一考の価値はあると思います。

　最後になりますが、紫水クラブは今年度、30

周年とＩＭがありますのでご協力の程宜しくお

願い致します。

青少年奉仕委員会からのお知らせ
島 田  茂 委員長

　本日12月13日８：00～アルテリオ２Ｆ研

修室で下館ＲＡＣの例会があります。地域おこ

し協力隊宇田川様の卓話となっております。

　12月16日14：00～ダイヤモンドホールに

てＲＡＣの地区大会があります。

　ご都合のつく方はご出席お願い致します。

卓  話   張替雄一下館ＪＣ専務理事

下館青年会議所の活動

　ＪＣメンバーは日本で３万人、茨城で１千人、

下館Ｃは70人（内女性７人）で現在活動してお

ります。ＪＣの組織もロータリーと同じく単年

度で組織が変わります。

　公益社団法人となりましたので、総予算１千

万円の半額を公益事業に使うことを義務づけら

れております。

　今年度は雑創ー無駄の中に宝があるーという

スローガンのもと、まちづくり事業・ひとづく

り事業・青少年健全育成事業、この３事業をメ

インに活動しております。

まちづくり事業

　地域市民や市民団体、行政との相互理解を深

め、地域の現状、問題、政治、未来に関心を高

める、または解決を図る機械を創造し、市民の

まちづくり参画意識を醸成することで明るい社

会を築き上げるための事業です。

グルマンズ筑西

「筑西市の美味しいお米と肉料理を食べ比べよう」

　過去に市民討議会で提言のあった「筑西市の

誇れる米を使ったイベント」にフォーカスした

事業を企画することから始まり、米の食べ比べ

だけでは物足りないので筑西市産のお肉料理も



＊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

そお出で下さいました。

　張替様初めまして。

▼潮田　武彦さん　萩原パストガバナー、本日

は下館ＲＣへありがとうごぞいます。

　下館青年会議所 張替様、本日の卓話宜しくお

願いします。

▼新井　利平さん　青年会議所 張替様、卓話ご

苦労様です。

　萩原パストガバナー、ようこそ。

▼百目鬼博行さん　萩原パストガバナーの御来

訪を記念して。

　下館青年会議所 張替様の卓話楽しみにしてお

ります。

▼馬場　　保さん　萩原パストガバナー、よう

こそおいで下さいました。

　下館青年会議所 張替様、卓話宜しくお願い致

します。

▼鈴木　健一さん　下館青年会議所 張替さん、

ようこそいらっしゃいました。

▼黒澤　昌之さん　萩原パストガバナーの来訪

を記念して。

　下館青年会議所 張替様、卓話宜しくお願い致

します。

▼秋葉　浩一さん　萩原パストガバナー、よう

こそお出で下さいました。どうぞ宜しくお願

い致します。

▼岩﨑　晴男さん　萩原パストガバナーようこそ。

　下館ＪＣ専務理事 張替さん、ようこそ。

　  本日の合計　25,000 円　 累計 557,000 円

出 席 報 告　    鈴 木 光 則委員長

■メークアップ（敬称略）　　　　

12月 10日　社会奉仕・Ｒ財団合同研修セミナー

　　中丸　　健・中里　泰久

12月12日　会長・幹事会

　　永盛　　武・中里　泰久

青少年健全育成事業

　地域の青少年が、日常生活では得られないよ

うな様々な体験を積み上げる機会を提供するこ

とで、健全な成長を促進し、明るい社会を築き

上げるための事業です。

下館祇園祭

子供神輿体験事業

サマーキャンプ

異国の文化に触れる旅

スマイルＢＯＸ  岩﨑 晴 男 委 員 長

▼萩原　亢雄さん　今年もいろいろ大変お世話

になりました。

▼永盛　　武さん　萩原パストガバナー、よう

こそお出で下さいました。

　下館ＪＣ専務理事 張替雄一様、卓話宜しくお

願い申し上げます。

▼中里　泰久さん　萩原パストガバナー 張替さ

ん、ようこそいらっしゃいました。本日は宜

しくお願いします。

▼瀧田昌甫さん　パストガバナー萩原さんの来

訪を記念して。

▼加藤　昌美さん　萩原パストガバナー、よう

こそお出で下さいました。

　青年会議所 張替さんの卓話楽しみです。

▼関谷　　徹さん　萩原ＰＧの来訪を記念して。

　下館青年会議所 張替様の卓話楽しみです。

▼鈴木　光則さん　萩原パストガバナー、本年

もお世話になり、ありがとうございました。

　張替様、卓話宜しくお願いします。

▼早瀬　浩一さん　萩原パストガバナー、よう

こそお出で下さいました。

　下館青年会議所 張替様、卓話宜しくお願いし

ます。

▼永井　啓一さん　萩原パストガバナー、よう

こそいらっしゃいました。宜しくお願いします。

　下館青年会議所 張替雄一様、卓話楽しみにし

ております。宜しくお願いします。

▼島田　　茂さん　萩原パストガバナー、下館

青年会議所 張替様、ようこそいらっしゃいま

した。

▼神山　芳子さん　萩原パスト、本日はようこ
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