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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

夜 の 親 睦 例 会

初　例　会（夜の懇親会）
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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

　それを深めると、普通で容易に得られない徳

に根差した、徳の表れである徳恵（「とけい」・

あるいは「とくえ」と読む）という学問になる。

これが聖賢の学である。

幹 事 報 告 　 中 里 泰 久 幹事

○（社）下館青年会議所40周年記念式典出席の

礼状が届いております。

○鬼怒川・小貝川・勤行川クリーン作戦の開催

　実施日　30年７月14日午前８時～（小雨決行）

　場　所　母子島遊水地周辺

　集　合　旭ヶ丘第１公園前

○個人で立替えてあるものがありましたら、本

日例会終了後、私迄お申し出ください。

○今年度も、まもなく終わりとなります。各委

員長さんは今年度の委員会報告を７月第１例

会迄にご提出下さい。先週報告されたもので

良い場合は、その限りでない。出席・財団・

米山は、個人別の報告をお願いします。

品田ガバナー補佐ご挨拶

　下館 RC の皆様、こんにちは。

　この場に最初に立たせて頂いたのが昨年６月

14日、前年度ガバナー補佐平塚様とご一緒の

訪問でした。

　早いもので私の大役であるガバナー補佐の責

務もあと11日で終了となります。１月17日

IM大会、５月12日しもだて紫水 RC30 周年記

念事業、５月18日筑西きぬ RC ホストによる

７RC100回記念ゴルフ、５月26、27日地区大

会と大変多忙の中、会員の皆様にご出席頂き、

ありがとうございました。

　ガバナー補佐の職務・責務と、思いながらこ

の大役を精一杯力をそそいでまいりました。こ

れも、会員の皆様方のお力添いが私にとって強

前例会報告     第2835回   2018/6/20（水）

お　客　様　ようこそ下館ＲＣへ

品田ガバナー補佐

笠倉ガバナー補佐セクレタリー

竹野ガバナー補佐エレクト

奈良沢ガバナー補佐エレクトセクレタリー

会 長 挨 拶 　  永 盛  武 会長

　明日は夏至です。そして、去る17日は父の日、

子や孫にプレゼントをもらった方も多いと思い

ますが、昔はかろうじてクリスマスだけだった

筈が、バレンタインディ、母の日、父の日と最

近はハロウィン等と裏にはその関係商品を売ろ

うとする商魂の逞しさを感じるわけです。もっ

とも、江戸時代ウナギが売れなくて困っている

ウナギ屋のために蘭学者の平賀源内先生に「本

日、土用の丑の日」と書いてもらったところ大

いに売れて、ウナギ屋が大繁盛したとのいうこ

とは有名ですね。因みに、土用とは、本来立春・

立夏・立秋・立冬の前の18日間を指すのだそ

うです。つまり年４回あるわけですが、現在で

は一般的に立秋の前だけを「夏の土用」といい、

期間は１カ月後の７月20日（丑の日）頃から立

秋の前日をいうそうです。それにしてもウナギ

の値段の高騰には驚きです。

　さて、今日は先週残りの委員長及び幹事と私

会長の報告です。

一日一言　安岡正篤著より抜粋　　知恵の学問

　知識の学問と知恵の学問では非常に違うので

あって、知識の学問は、われわれの理解力・記

憶力・判断力・推理力など、つまり悟性の働き

によって誰にもひと通りできるものだ。子供で

も、大人でも、善人でも、悪人でもできる。その

意味でも、機械的な能力である。

　しかしそういうものではなく、もっと経験を

積み、思索反省を重ねて、われわれの生命や、

人間としての体験の中からにじみ出てくるもっ

と直観的な人格的な学問を知恵の学問という。

　だから知識の学問より知恵の学問になるほ

ど、生活的・精神的・人格的になってくるのである。



『 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

　仕事は薬剤師ですが、職場は茨城、住まいは

東京ですので年４万km 位車を乗っております。

　先程、品田補佐から話がありました７RC100

回記念ゴルフ大会は何事もなく無事開催出来ま

した。その節はお世話になり、ありがとうござ

いました。

　又、RACの方も品田補佐の言われましたよう

に、７分区で運営することを各クラブの承認を

頂きましたので、次年度では細部に渡っての事

務的なものを詰めていきたい。過日アクトの例

会に出席した際、非常にエネルギッシュで感動

しました。出来るだけ多くの人達が関わって

いった方がいいと考えております。

　次年度の IM は参加だけではなく、各地区か

ら若手の代表を出して頂いて10分程度のプレ

ゼンを考えております。

　地域の若人達との交流・関係を持つことがＲ

Ｃの明日へつながると考えております。皆様の

お力をお借りして１年間を過ごしてまいりま

す。どうぞ宜しくお願い致します。

国際奉仕委員会　 潮 田 武 彦 委員長

識字率向上の為ネパールの貧困児童への学用品支援

　地区内23クラブより、計315,000円の賛助

金を頂き、今年もネパールのカスタマンダップ

RCとの協力の下、支援することが出来ました。

　今年の国際奉仕活動（WCS）は、2018年３月

２日に日本代表団の D.2820地区 DGSC委員長

い心の支えとなり、ここまで頑張ってくること

ができたと感謝致しております。

　保延ガバナーは地区スローガン（未来にチャレ
ンジ）を掲げられました。それに沿った第５分
区は（前を向いて歩む）を掲げて邁進してまいり
ました。
　お陰さまをもちましてクラブの会長、幹事さ

んを通し会員の皆様には、ご協力を頂き国際奉

仕、社会奉仕、職業奉仕、とクラブの大小に関

わらず、そのクラブに適した相応しい活動は評

価するものであります。

　また、米山奨学、財団寄付と寄付目標達成に

ご尽力いただきました。それは、ロータリー活

動に対して敬意を表するところであります。

　私のガバナー補佐年度の職務として的確に、

次年度に引き継がなければならない事項があり

ますので、ご了解頂ければ幸いです。

　それは青少年育成として、ローターアクトの存

続であります。真壁ローターアクトクラブ、下館

ローターアクトクラブの会員数の減、会員増強に

困難をきたしているのではないでしょうか？

　それは、地域社会の変化、国際社会の変動、

少子化、高齢化と問題がいろいろと山積みされ

ているからではないでしょうか？

　まずは存続することに意義があると思われま

す。そのためにも、未来に向かって真壁さん、

下館さんの、ローターアクトクラブを何とかして

次年度 竹野ガバナー補佐ノミニーに引き継ぎ、

底力のある第５分区、ローターアクトクラブとし

て誕生出来ることを希望いたしております。

　これから大変な事業を引き継いで頂く、次年

度竹野ガバナー補佐ノミニーに私以上に温かい

お力添えを頂ければと思います。

　最後になりますが、微力のガバナー補佐であ

りましたが、１年間ご協力を頂き有難うござい

ました。心より感謝申し上げます。会員の皆様

のご健勝と下館ロータリークラブの益々の発展を

お祈りいたしまして、退任の挨拶とさせて頂きます。

竹野ガバナー補佐エレクト挨拶
　改めまして、こんにちは。次年度ガバナー補

佐を引き受けました竹野でございます。

　私のロータリー歴は12年です。ご覧の通り

若造ですので宜しくお願い致します。



＊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

▼鈴木　健一さん　品田ガバナー補佐、竹野ガ

バナー補佐エレクト、笠倉セクレタリー、よ

うこそいらっしゃいました。

▼潮田　武彦さん　永盛会長、中里幹事、１年

間お疲れ様でした。

　皆様、1年間お世話になりました。

　品田ガバナー補佐、笠倉セクレタリー、竹野

次期ガバナー補佐、奈良沢次期セクレタリー、

本日はありがとうございます。

▼葉　　章二さん　永盛会長、中里幹事、役員

の皆様、1 年間お疲れ様でした。ありがとう

ございました。

　品田ガバナー補佐、竹野ガバナー補佐エレク

ト、笠倉セクレタリー、奈良沢次期セクレタ

リー様、ようこそお出で下さいました。宜し

くお願い致します。
▼外山　壽彦さん　社会奉仕（委）の黒澤様、小

林様、そして堀江様、又、ロータリーメンバー

の方々のご協力、ご支援のもとに無事社会奉

仕委員長を努めることが出来、誠にありがと

うございました。

▼百目鬼博行さん　所用があり早退させていた

だきます。

　本日、永盛年度最後の夜の例会は、予定通り

開催致しますので皆様のご参加を期待してお

ります。

▼新井　和雄さん　永盛会長、中里幹事、役員

の皆様、1年間お疲れ様でした。

▼岩﨑　晴男さん　たくさんのスマイルありが

とうございました。

本日の合計　19,000 円
累計 1,063,000 円

出 席 報 告　    鈴 木 光 則委員長

■メークアップ（敬称略）　　　

６月 10日　青少年奉仕ライラ委員会

　　　　　　　　　　神山芳子

６月17日　第2820地区ローターアクト慰労会

　　　　　　　　　　神山芳子

である下館RC新井和雄氏夫妻、伊藤雅紘氏、

カスタマンダップRC会長のサジャン・バル・

シン・タパ氏、パスト会長ガジェンドラ氏、シュ

シャマ氏、PPs及びその他のメンバーで行われ

ました。

　今年は子供達に対して学生バックの贈呈と、

NAWBに対して視覚障害碍者福祉のため点字

カレンダーの支援という形で援助が行われまし

た。そして、７校のコミュニティスクールの恵

まれない生徒達に540個の学生バックが贈呈さ

れました。

スマイルＢＯＸ 岩 﨑 晴 男  委員長

▼永盛　　武さん　皆様１年間お世話様になり

ました。

　品田 G 補佐、竹野 G エレクト、笠倉、奈良

沢セクレタリー様、ようこそお出で下さいま

した。

▼中里　泰久さん　品田ガバナー補佐、笠倉セ

クレタリー、竹野ガバナーエレクト、奈良沢

セクレタリー、ようこそお出で下さいました。

▼加藤　昌美さん　ガバナー補佐品田様はじめ

ご来賓の皆様、ようこそお出で下さいました。

▼小林　一彦さん　永盛会長、中里幹事、役員

の皆様、１年間ご苦労様でした。

　品田 G 補佐、竹野 G エレクト、笠倉セクレ

タリー、奈良沢次期セクレタリー様、ようこ

そお出でくださいました。

▼関谷　　徹さん　品田G補佐、竹野エレクト、

笠倉セクレタリー、奈良沢さんの来訪を記念

して。

▼中丸　　健さん　会長、幹事さん１年間大変

お世話になりました。

▼新井　利平さん　品田ガバナー補佐、笠倉様、

ご来訪ありがとうございました。

▼永井　啓一さん　永盛会長、中里幹事、１年

間ご苦労様でした。

　品田ガバナー補佐、竹野ガバナー補佐エレク

トのご来訪を記念して。

▼神山　芳子さん　永盛会長、中里幹事、役員

の皆様、１年間お疲れ様でした。

▼鈴木　光則さん　会長、幹事、１年間ご苦労

様でした。

免除

2
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1

欠席数

11

出席数
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会員数

32


