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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

外部卓話
筑西市医療監　梶井　英治 氏

外部卓話　須藤　茂 市長
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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

理 事 会 報 告 　 中 里 泰 久 幹事

○５月のプログラム承認
○母子島花見例会の音楽バンド演奏追加
○薬師寺花見親睦会バス代費用の承認

幹 事 報 告 　 中 里 泰 久 幹事

○水戸クラブより会報が届いております。

○アクトクラブより、テーブルに置いてある防

火セミナーの案内が届いております。

　日　時　３月11日（日）10：00 ～ 12：00

　場　所　アルテリオ２階

○中小企業大学校東京校より経営後継者研修生

募集の案内が届いております。

○紫水クラブよりＩＭ出席の礼状が届いており

ます。又、当日のプログラムＢＯＸの下へ入

れておきましたのでお持ち下さい。

○筑西市国際友好協会より日本語教室第50期

閉講式の案内が届いております。

　　　日　時　３月20日午後７：00 ～

　　　場　所　アルテリオ

　ふれてみよう！身近な異文化講演会の案内

　　　日　時　３月25日午前10：30 ～

　　　場　所　アルテリオ集会室

　　　登録料　無　　料

○ガバナー事務所よりライラセミナーの報告書

と山口さんの修了証が届いております。

○ザロータリアンが届いております。

社会奉仕委員会からのお知らせ
外 山 壽 彦 委員長

お花見例会・クリーン作戦開催のご案内

　恒例のお花見例会・クリーン作戦を下記日程

にて開催いたしますので、時節柄ご多忙中とは

存じますが、何卒ご出席下さいますようお願い

致します。　　　　　記

　日　　時　平成 30 年４月１日（日）

　　　　　　午前 10：00 ～

　開催場所　筑西市母子島遊水池

　集合場所　母子島遊水池　東側駐車場

　　　　　　（軍手、ゴミ袋は準備いたします）

当日は、お弁当、お飲み物等ご用意いたします。

クリーン作戦を行いますので軽微な作業が出来

前例会報告   第2822回   2018/3/7（水）

会 長 挨 拶 　永 盛  武 会長

　ピョンチャンオリンピックが終わり、ひな祭

りが終わり、私は仕事で各地を回っております

と、梅の花が咲き誇り、間違いなく春の兆しが

あちこちに感じられる昨今であります。

そう言えば昨日は啓ちつとか・・・

　さて、RC の活動におきましては、来月には「公

開講演会」「紫水クラブの30周年式典」「地区大

会」とそれに伴う「記念ゴルフ大会」と大きな行

事が続きますので、更にご協力をお願い申し上

げます。尚、おかげ様で今までの予算執行にお

ける誤算は御座いません。

　ロータリー活動は、非政治でありますが、宗

教については特に規制はないようであります

が、私の不勉強でしたらお赦し下さい。

　そこで、最近の国会討論をみておりましたら

「ふと」次のような川柳がうかびましたので駄作

承知で披露させていただきます。（面白かった

ら笑って下さい）

　１．もりかけも毎日食べれば飽きが来る

　２．働きの深夜の議論改革だ

一日一言　人間の不幸　安岡正篤著より抜粋

　何ものにも真剣になれず、従って、何事にも

己をさすれることが出来ない。満足することが

出来ない。楽しむことが出来ない。従って、常

に不平を抱き、不満を持って何か陰口を叩いた

り、やけのようなことを言って、その日その日

をいかにも雑然、漫然と暮らすということは、

人間として一種の自殺行為です。社会にとって

も非常に有害です。毒です。



『 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

　現在も何時迄続くのか不透明なマイナス金

利。昨年も106行の内４行が赤字決算となって

おります。銀行本来の預金と融資の金利差では

立ち行かなくなっております。いろいろな商品

を手がけ、融資運用のお手伝いをさせていただ

いております。

　前置きが長くなってしまいましたが、レジメ

をご覧下さい。世界経済の見通しですが、

主要国の経済動向

日本　国内景気は緩やかな回復基調が続く

・第４四半期の実質ＧＤＰ成長率は前期比年率

　0.5％増、８四半期連続プラスは約28年ぶり

・個人消費や設備投資などの内需がけん引

米国　米国景気は底堅い成長が続く

・第４四半期の実質ＧＤＰ成長率は前期比年率

　2.6％増、底堅い個人消費が全体をけん引

・大型減税法案が成立、1986年以来、約30年

　ぶりとなる税制の抜本改革が実現

欧州　欧州は景気回復が続く

・ユーロ圏の企業景況感は高水準を維持

・ユーロ圏の景気は底堅いが、英国景気の先行

　きが懸念材料

主要国の株式市場と債券市場の推移

世界的な景気拡大により株式は上昇基調

欧米の国債利回りは上昇へ

時間がなくなりましたので次の機会を頂けまし

たら詳しくやらさせていただきます。

スマイルＢＯＸ  岩﨑 晴 男 委 員 長

結 婚 記 念 新井 利平・加藤 昌美さん

パートナー誕生　新井 利平・瀧田 昌甫さん

会 員 誕 生　早瀬 浩一・新井 利平さん

　　　　　　　　黒澤 昌之・神山 芳子さん

▼永盛　　武さん　秋葉さんの卓話を記念して。

るような服装でご参加下さい。

尚、雨天の場合には、旭ヶ丘児童館で午前 11：

00から開催させていただきます。

卓　　話　　   秋 葉 浩 一 会員

　昨年７月に入会しました秋葉でございます。

このような機会をいただきましてありがとうご

ざいます。新入会員卓話ということですので、

簡単に自己紹介というか自分のことをお話し

て、テーブルの上に置いておきましたレジメに

沿ってお話させていただきたいと思います。

　私は常陽銀行に入社して33年になります。

長男でしたので地元への就職を考えておりまし

た。地元の役所へという話もありましたが自分

の性格等、役人には向かないと考え、常陽銀行

の入社試験を受験しました。当時はたいへんな

就職氷河期でしたが、何とか43人の仲間と一

緒に。最初の下妻支店勤務で始まり三菱信託行

への出向、仙台支店、そこで東日本大震災に遭

遇。融資先企業の再建計画により民間企業へ経

理部長として２年間の出向。そして宇都宮支店

長を３年間の後、昨年下館支店長になり下館ク

ラブに入会したような理由です。

　この33年間にはいろいろな経験をさせてい

ただきました。銀行の業務も入行した当時は定

期の金利が５～６％もあり10年で倍になるよ

うな時代でしたので、預金獲得がメインでした

が、融資へ力点を置く時代に、そして、橋本・

三重野氏によるバブルつぶしにより515日のバ

ブルがはじけて融資の回収、貸しへがし、20

行の大手銀行が７行になり、みなさんご記憶の

山一証券社長の涙の謝罪会見等もあり、大手だ

けではなく地方銀行にも統廃合の嵐が吹き荒れ

ました。



＊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

２月14日　永盛　武・中里泰久・永井啓一

　　　　　  加藤昌美・岩﨑晴男・早瀬浩一

　　　　　  馬場　保・黒澤昌之・宮田憲一

　　　　　  外山壽彦

２月15日　中里泰久・神山芳子・潮田武彦

　　　　　  小林一彦・新井利平・外山壽彦

２月28日   葉　章二・秋葉浩一・鈴木光則

親睦炉辺会合

２月22日   新井和雄・馬場　保・百目鬼博行

　　　　　  岩﨑晴男・小林一彦・木幡　浩

　　　　　  永盛　武・関谷　徹・鈴木光則

　　　　　  佐藤　昭・瀧田昌甫・潮田武彦

　　　　　  早瀬浩一

３月 ２日   下館ＲＡＣ理事会　神山芳子

３月 ３日   第 2820 地区チーム研修セミナー
　　　　　  神山芳子

▼中里　泰久さん　秋葉支店長さんの卓話を記

念して。

▼小林　一彦さん　秋葉会員の卓話を楽しみに

しています。宜しくお願い致します。

▼加藤　昌美さん　秋葉会員の卓話楽しみです。

▼関谷　　徹さん　秋葉会員の卓話楽しみです。

　今月もニューモラルを配布させていただきます。

▼鈴木　光則さん　秋葉さんの卓話楽しみです。

▼神山　芳子さん　秋葉さん、本日は宜しくお

願い致します。

▼潮田　武彦さん　秋葉さん、本日の卓話宜し

くお願いします。楽しみにしております。

▼新井　利平さん　秋葉会員卓話ご苦労様です。

▼馬場　　保さん　秋葉会員、卓話宜しくお願

い致します。

▼舘野　　博さん　秋葉会員の卓話、楽しみに

しています。宜しくお願いします。

▼鈴木　健一さん　秋葉浩一会員、卓話宜しく

お願いします。

▼葉　　章二さん　秋葉様の卓話、楽しみにし

ております。宜しくお願い致します。

▼百目鬼博行さん　秋葉さんの卓話を記念して。

▼秋葉　浩一さん　卓話の機会、頂きありがと

うございます。

本日の合計　55,000 円　累計 733,000 円

出 席 報 告　    鈴 木 光 則委員長

■メークアップ（敬称略）　　　

環境保全協力金街頭募金

免除

2

病欠

1

欠席数

10

出席数

19

会員数

32


