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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

初　例　会（夜の懇親会）

会 長 ・幹 事 方 針 挨 拶
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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

幹 事 報 告 　 中 里 泰 久 幹事

　１年間ご協力ありがとうございました。本日

が私の最後の幹事報告となります。

○the rotarian と水戸ＲＣ・水戸西ＲＣのウィー

クリィレポートが届いております。メールＢ

ＯＸの下段に入れておきますので興味のある

方はご覧になって下さい。

スマイルＢＯＸ 岩 﨑 晴 男委員長

　本日はスマイルはなしの予定でしたが、日向

野会員からの要望もあり、日向野会員のみ受け

付けました。

▼日向野　陽さん　永盛会長、中里幹事、役員

理事の皆様、１年間ご苦労様でした。今夜、

誠に残念ですが体調の都合で退会させて頂き

ます。長期に亘りお付き合いを頂きありがと

うございました。心から感謝申し上げます。

又、本日最終例会ですので、会長・幹事にはご

遠慮頂きまして、スマイル協力上位者の表彰を

いたします。

スマイルダイヤモンド賞　　新 井 利 平さん

スマイルプラチナ賞　　　　加 藤 昌 美さん

スマイルへのご協力ありがとうございました。

累　計　　1,073,000 円　

前例会報告     第2836回   2018/6/27（水）

お　客　様　ようこそ下館ＲＣへ

日向野ひさ子様（日向野陽会員令夫人）

会 長 挨 拶 　  永 盛  武 会長

　いよいよ最後の挨拶となった。折しも日向野

大兄の卒業式例会である。これも何かのご縁で

人生における巡り合わせであろう。日向野大兄

との思い出はつきない。大事に心に閉まってお

きたい。

　さて、役員・理事及び委員長を決めさせて頂

くに当たり、皆様快くお引け受け下さいました

こと、ここに改めて御礼を申し上げます。また、

今年は会員増強ができなかったことにお詫びを

申し上げたい。しかし、ロータアクトクラブに

ついては、品田ガバナー補佐のご尽力により、

今後分区全体で支えていく方針を出させていた

だいた。今後に期待したい。

　最後に武井会員、馬場会員の一日も早い全快

を祈念いたします。

一日一言　安岡正篤著より抜粋

元　気

　われわれは「気」を養うということが、一番根

本の大事だ。いわば生のエネルギーを養うとい

うこと、いい換えれば「元気」ということが一番

である。元気がないというのは問題にならぬ。

　しょぼしょぼして、よたよたして、一向に反

応が無いなんていうのは、論ずる価値がない。

とかく人間は有形無形を論ぜず、元気というも

のがなければならない。元気というものは、つ

まり生気である。生のエネルギー、生きいきし

ておるとうことである。

＊１年間のお付き合いありがとうございました。



『 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

　つくば国際科学博覧会が開催された年には博

覧会会場内に例会場を造りました。その年も私

は中野秀哉さんとＳＡＡをやりました。半年の

会期中に６回しか行けませんでしたが、世界中

からロータリアンが集い、100名～数名の時も

あったと聞いております。

　また、2004年にはカスタマンダップＲＣと

ツインクラブを締結してネパールとのお付き合

いが始まり、ネパールへ訪問した時にも感動い

たしました。このように思い出は走馬灯のように

きりがありません。

　永年に亘り、会員皆様方には、楽しい心温ま

るお付き合いを頂き、ありがとうございました。

心から感謝申し上げ、下館ＲＣの益々のご発展

と会員皆様方のご活躍をお祈り致します。

日向野陽会員挨拶
　たいへんご無沙汰いたしました。体調を崩し

楽しみにしていた例会にも出られないような状

態が続いて、クラブ運営にご迷惑をお掛けして

おり今年度をもって退会することといたしました。

　ここに、こうして立つと楽しかった思い出ば

かりが蘇ってまいります。

　私が入会したのは40年前、ちょうど東京国

際大会が参加者42,000人を集めて開催された

年でした。下館クラブから中島ガバナーを輩出

し、私がＳＡＡを仰せつかった年には、46,500

人を集めて大阪国際大会が開催され、この記録

は未だに破られていないと思います。

　入会５、６年後だったと思いますが丸山先生

のチョコを会員26名分を持って高梁ＲＣを訪

問しました。その時は、時期早々で姉妹クラブ

締結には到りませんでしたが素晴らしい体験を

させていただきました。



＊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

ロータリー財団・米山記念奨学委員会
佐藤　昭 委員長

　米山記念奨学会の意義を一層理解して頂く
ために米山月間に菊池敏米山記念奨学会総括
委員長に卓話をお願いして米山奨学会の内容
を説明しました。会員皆様のご理解とご協力
により、多額の寄付金を集めることが出来ま
した。
　皆様のご協力に心より感謝申し上げます。

１年を振り返って　  永盛　武 会長

　１年を振り返って・・・等ということはしま

い思っていたが、理事会の席で反対にあい、す

ることになった。しかし、画像を使った洒落た

ことは出来ないので、このレジメでご勘弁いた

だきたい。

  1. なんでこの俺がこの年で伝統ある下館ＲＣ

　　の 会長をやるの？（10 月の指名委員会）

  2. しかし、頼まれれば「いや！」とは言えない  

　 　性格。

  3. しかも幹事は中里さんが引き受けるから・・・

　   甘い言葉

  4. やるからには「行是楽遊心」

  5. そこで、どういう経緯で選出されたのか？

　　初めてクラブ細則を読破

  6. お世話になった２人のＰＳ会長さんたち

  7. 「役員並びに理事選出規定」の作成とクラブ

　   細則の変更（整理）

  8. 事業（活動）と予算の「見える化」

  9. 役員・理事選出へ（委員会組織）について

10. 理解を得られなかったこと：あえて言うこ

　　と：次年度委員長さんへ

11. 変化と継続

12. 感謝！

１年を振り返って　 中 里 泰 久幹事
　どういう理由か幹事を引き受けることにな

り、何もしない、何も出来ない幹事で、皆様に

ご迷惑のかけどうしの１年間であったと反省し

ております。皆さんのご協力に、この場を借り

て心より感謝申し上げ、〆と致します。

　１年間お世話になりました。ありがとうござ

いました。

委 員 会 報 告  （ ６ 月 2 0 日 ）　

社会奉仕委員会　 外 山 壽 彦委員長

　

　

ＲＩ会長テーマ　“変化をもたらす”

　地区スローガン　“未来へのチャレンジ”

　　　　　　　“公共イメージと認知度の向上”

　永盛会長のスローガン“発想の転換をしよう”

以上のテーマ及びスローガンを踏まえて事業の

展開を実施しました。

  7月  8日　母子島遊水地周辺クリーン作戦　

　　　　　   の実施（継続事業）

10月 ２日　赤い羽根協同募金活動の実施（継）

10月10日　母子島遊水地周辺の除草の実施（継）

10月27～ 28日（AM5：00 ～ AM８：00）

                     ダイヤモンドつくばに合せ母子島遊

　　　　　水地の環境保全の募金活動（新）

２月14～ 15日（AM5：00 ～ AM８：00）

                     ダイヤモンドつくばに合せ母子島遊

　　　　　水地の環境保全の募金活動（新）

 ４月 １日　花見例会及び母子島遊水地周辺の

　　　　  クリーン作戦（参加人数約200名）

　　　　　  （継続事業）

 ４月28日　公開例会の実施

　　　　　　講師に上田萌 氏（日立化成㈱）を

　　　　　お迎えし“努力は裏切らない”の演

　　　　　題のもと一般公開の実施（参加人

　　　　　数約 100 名）

 ４月28日　ポリオの募金活動（継続）

職業奉仕委員会　 舘野　博 委員長

　活動については事業計画通り実施することが

出来ました。会長方針の公開例会を４月２８日

（土）に社会奉仕委員会と共同主催で実施しま

したが、ＰＲ、日程等にもう少し考慮が必要で

あったかと思っております。


