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筑西市の花　春の花　なしのはな

筑西市は日本で最も古い梨の産地のひとつ。
県の銘柄産地に指定される国内有数の産地
です。梨の白い花は、清楚で気品が漂い優
しさが感じられます。市の繁栄のシンボル
としてふさわしい花です。

筑西市の花　秋の花　コスモス

可憐でありながら、倒れても立ち上がる力
強さを持つ花です。『宇宙』という意味が
あり、市の将来性と可能性を象徴していま
す。また『調和』の意味もあり、４市町合
併で誕生した筑西市をイメージできます。

筑西市の鳥　つばめ

田植え期の田園を飛び交い、躍動感を感じ
させるその姿は、筑西市の将来像にふさわ
しい鳥です。益鳥であり、幸せを呼ぶとい
われています。軒先に巣を作る姿をよく見
かけ、親近感を感じる鳥でもあります。

筑西市の木　さくら

市内の全域に数多くの品種が植栽されており、名所も多く、広く市民
に親しまれています。
春、咲き誇る姿は美しく、存在感があり、また優しさも感じられます。

財団研究会報告
　鈴木光則財団委員長

　　　　　　　研究会報告
岩﨑晴男クラブ奉仕委員長
神山芳子青少年奉仕委員長
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『 仲良く　元気で　広げよう奉仕の輪 』　2018－19年度 下館ロータリークラブテーマ

援します」と述べています。ロータリーは、本

作品の紹介を通じて、ポリオへの認識と理解、

そして支援を促し、１日も早くポリオのない

世界を実現するために活動しています。

○一般財団法人 比国育英会バギオ基金よりバギ

オだより受理

　日本料理海外普及人材育成事業

　第 40 回バギオ訪問交流の旅

　バギオ基金からのお知らせ　等が掲載

○下妻 RC より週報受理

親睦委員会報告　  　 新 井 和 雄 委員長

第１回炉辺会議のご案内

　ロータリー情報を共有し会員同士の親睦を深

めることを目的に、永井年度第１回目の炉辺会

議を下記の通り開催しますので、万障繰り合せ

のうえご参加くださいませ。

日　時　2018年７月18日（水）18時30分～

会　場　さかなや道場（下館駅前店）

情報委員会報告　   　新 井 和 雄 委員長

　後ろのテーブルの上に　これだけは知ってお

きたい「ロータリーの基礎」の冊子を置いてお

きますので、お帰りの際お持ち下さい。

社会奉仕委員会報告　新 井 利 平 委員長

　本日の会報にも載っておりますが、今週の土

曜日クリーン作戦を実施致しますので皆様方の

ご参加を重ねてお願い申し上げます。

実施日　７月14日（土）午前８時～（小雨決行）

実施場所　小貝川（母子島遊水地内）

集合場所　旭ヶ丘第１公園前

青少年奉仕委員会報告　 神山芳子 委員長

　明日７月12日午後７時30分よりアルテリオ

に於いて、下館ローターアクト今年度第１回、

コミュニケーション例会が開催されますので、

ご参加ください。

前例会報告     第2838回   2018/7/11（水）

会 長 挨 拶 　   永 井 啓 一 会長

　今年度、下館ロータリークラブ第59代会長

をさせて頂くことになりました。永井でござい

ます。

　１年間潮田幹事と共に「仲良く　元気で　広

げよう奉仕の輪」をテーマに楽しいロータリー

活動を目指していきたいと思います。役員理事

並びに会員のみなさまにはご協力をお願い申し

上げます。

　友好クラブの高梁 RC のいくしま会長に西日

本豪雨のことで７月９日連絡しましたところ、

次のような返事を頂きました。

1. 高梁市の一部　落合町　湧水　備中広瀬駅の                    

　住宅冠水　会員６名の自宅が床上浸水、天井

　まで水が来た会員もいましたが、全員無事と

　のことです。

2. 復旧も始まり支援物資は、市　吉備国際大学

　に集まっているということです。

3. 高速道路開通

4. 惣社市方面通行止め

　現在のところは、支援は大丈夫とのことです。

今後の対応については検討してゆきたいと思い

ます。

幹 事 報 告 　 　 潮 田 武 彦 幹事

○高梁 RC の被害状況報告

　定林寺・記念植樹の桜は無事とのことです。

○『ブレス しあわせの呼吸』ポリオサバイバー

の実話の映画　9/7（金）全国ロードショー

で放映されます。

　　全身まひを患いながら前向きに生きる主人

公ジョナサン・カベンディシュ。彼が感染し

たのは、筋肉を弛緩させて不治のまひ障害を

引き起こすポリオでした。この恐ろしいウイ

ルスが、現在も一部の国で人々を脅かしてい

ることは、日本ではあまり知られていません。

　アンデイ・サーキス監督は、昨年の「世界ポ

リオデー」のメッセージで「ポリオ撲滅を応



『 ロータリーの心と力を地域社会へ 』　 2018－19年度 国際ロータリー第2820地区テーマ

　以上の目標達成には、会員皆様のご支援とご

協力が必要です。宜しくお願いします。

潮田幹事挨拶

　まだまだロータリー歴が浅いのですが、幹事

という大役を任せていただいたので、精一杯 永

井会長を盛り上げて会長方針が達成出来るよう

にサポートしていきたいと思います。また、皆

様との連絡を蜜にとっていき、下館 RC が一丸

となるように頑張っていきたいと思います。

　分区でローターアクトという話が出ていま

す。ローターアクトと連携しながら、ともに歩

んでいきたいと思います。

　来年は 60 周年、また、永井会長がロータリー

賞を獲得出来るように、会員増強に努めていき

たいと思います。それとともに、クラブの活性

化のために委員会の開催のサポートをしていき

たいと思います。

　マイロータリーの登録が50％達成出来るよ

うにサポートしますので、未だの方は一声かけ

てください。

　１年間、どうぞ宜しくお願いします。

母子島クリーン大作戦開催
　河川を美しく保ち、正しく安全に利用し、河

川に愛着と親しみを持ってもらうことを目的に

クリーン大作戦を７月14日 (土）午前８時よ

り、国交省黒子河川事務所・筑西市土木部・地

元自治会・下館ローターアクトクラブ・下館ロー

タリークラブ・各種団体等、 大勢の参加のもと

早朝より厳しい暑さの中で開催されました。

永井会長方針発表

　今年度のRI会長バリー・ラシン氏のテーマは、

「インスピレーションになろう」です。これはひ

らめき、励み、感化を与える人、意欲を引き出

す人になろうとのことです。又、地域社会や世

界に向けて手を取り合って持続的変化を生じさ

せるとのことです。高橋ガバナーはRI会長テー

マを受けて、「ロータリーの心と力を地域社会

へ」としました。どちらもロータリーの目指す

方向を示していると思います。

　それを受け、私のテーマは

「仲良く　元気で　広げよう奉仕の輪」とさせて

いただきました。

　「仲良く」は会員の親睦を図るということ、「元

気で」は会員の皆様の健康に留意していただき

たいということ、「広げよう奉仕の輪」は次の意

味を含ませました、奉仕は五大奉仕を実践する

事、輪を広げるは会員及びローターアクト会員

の増強を意味しております。

　また輪を広げる過程におきましてロータリー

の公共イメージと認知度の向上に努めていきた

いと思います。

目標

１.RI ロータリー賞の獲得

２. 会員の親睦

　  会員家族グルメ観劇例会　夜の例会の継続

３. 会員増強３名

　  会員の候補者の洗い直し

  　若い会員の発掘（ローターアクト含む）

４. 公共イメージの向上

　１）母子島の環境保全に伴いロータリーの PR



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

＊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

▼永井　啓一さん　会員の皆様、役員理事の皆

様、一年間宜しくお願いします。

　高梁 RC の会員皆様には人的被害はないとの

ことです。

▼潮田　武彦さん　大雨で被災された皆様へ心

よりお見舞い申し上げます。

　本日の例会宜しくお願いします。

▼永盛　　武さん　本格的暑さはこれからで

す。体調に注意し、この夏を乗り切りましょ

う！

▼神山　芳子さん　遅ればせながら永井年度の

スタートを祝して。

▼鈴木　健一さん　永井会長、潮田幹事、方針お

願いします。
▼堀江　　勤さん　永井会長、潮田幹事、１年間

宜しくお願い致します。

　本日の会長方針、ご指導お願い致します。

▼新井　利平さん　会長方針、幹事の挨拶を記

念して。

▼内山　勝洋さん　大雨で被災された皆様へ心

からお見舞い申し上げます。

▼木幡　　浩さん　永井会長、潮田幹事、今年

度宜しくお願い致します。

▼宮田　憲一さん　永井会長、潮田幹事、新年

度宜しくお願い致します。

▼葉　　章二さん　西日本豪雨で被災された皆

様へ、心からお見舞い申し上げます。

本日の合計　23,000 円
累計　50,000 円

出 席 報 告　    内 山 勝 洋委員長

■メークアップ（敬称略）

７月４日　結城ロータリークラブ　　　　　

　　　　　　神山芳子

７月５日　ローターアクト理事会

　　　　　　永井啓一・潮田武彦・神山芳子

スマイルＢＯＸ 葉 　 章 二  委員長

パートナー誕生　岩﨑晴男さん

パートナー誕生　中里泰久さん

免除

1

病欠

1

欠席数

7

出席数

20

会員数

29


