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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。

納　涼　例　会

　　　　　　　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

幹 事 報 告 　 　 潮 田 武 彦 幹事

1. 持回り理事会で常陽銀行・神長支店長の入会

と、高梁ＲＣ水害義捐金５万円が承認されま

した。

2. ローターアクトの７月第二例会の案内が届い

    ております。

　下館祇園祭で給水活動とゴミ拾いを行います。

　下館駅北口すぐにテントを開設するので、お

立ち寄りください。

3. 第17回ロータリー全国囲碁大会の案内

4. 下妻 RC から週報が届いております。

5.真壁クラブからクラブ現況報告が届きました。

新 入 会 員 挨 拶 　

　塚　田　砂　与　　　　　　氏

株式会社　稲 善　　施設長

茨 城 県 筑 西 市 下 中 山 3 8 1 - 1

TEL 0296－21－1744　FAX 0296－21－1745

　ご紹介いただきました、塚田です。地元で介

護と福祉の仕事をしております。ご覧の通り、

まだ何も分からない若輩ですので、ご指導・ご

鞭撻の程宜しくお願い致します。

前例会報告     第2839回   2018/7/18（水）

お　客　様　ようこそ下館ＲＣへ

竹 野 信 吾ガバナー補佐

野 寺 　 孝ガバナー補佐セクレタリー

会 長 挨 拶 　  永 井 啓 一 会長

　母子島のクリーン作戦に、お暑い中参加して

頂きありがとうございました。本年は草の成長

が早いのか、昨年と比べ伸びている感じがしま

した。姫岩垂草も少なくなっております。アク

トの方にも参加していただきました。アクトの

方から下館アクトの40周年をやりたい旨の要

望がありました。ガバナー補佐等で検討します

と応答しました。

　友好クラブの高梁ＲＣの事務局に、西日本豪

雨のことで７月17日に連絡しましたところ、

次のような返事をいただきました。

1. 高梁市会員６名の自宅が、床上浸水、天井　

　 まで水が来た会員もいたとのことですが、一

　 応片付けが　 済んだとのことです。

2. 被災された方は、市営住宅にいらっしゃると 

　のことです。

3. 高速道路開通　180号線開通　伯備線は復旧

　 に１ヶ月かかる。

4. 断水はおおむね解消

　 持ち回り理事会で高梁ＲＣに５万円を義捐金  

として支出することで承認されましたので送金

したいと思います。

つかだ さよ



『 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

ロータリー財団寄付現状について

　ロータリークラブの使命、それは、「ロータリ

アンが人々の健康状態を改善し教育への支援を

高め、貧困を救済することを通じて、世界理解、

親善、平和を達成できるようにすること」です。

　ロータリーの活動を継続していくうえで、皆

様の財団への深いご理解と温かいご支援が大き

な力となっています。

　ロータリー財団は皆様の「寄付」を資金とし、

いろいろな奉仕作業に活かされています。皆様

の「プログラム参加」によって地区補助金が活用

され、海外での「プロジェクト」にはグローバル

な補助金として活かされています。寄付金は地

元のニーズ、世界のニーズに応じ、地元及び国

際社会に大きく貢献しています。皆様からのご

支援のおかげで、ロータリアンが引き続き「世

界でよいこと」を実践することができました。

ロータリアンは昨年、３万件以上の奉仕プロ

ジェクトを実施しました。

　「ロータリー運動は単なる理念の提唱ではな

く実践哲学であること、奉仕するものは行動し

なければならない」と記述されており、善意と

奉仕の心がなければ、ただの社交クラブになっ

てしまいます。

　高橋（2018 ～ 19）年度は、下記の地区目標

を掲げております。

　　年次寄付（会員一人）　　  130 ドル

　　ポリオ寄付（会員一人）　    20 ドル

 　　　　　　  　合　計　　   150 ドル

　　恒久基金（ベネファクター）  1,000 ドル

　　ＰＨＳ　　　　　　　　1,000 ドル

　　　　　　　　　各クラブ１名以上

　『明日のロータリーが、どのようなものにな

るかは、誰にも予測できない。しかし、ただ一

つ確かな事は明日のロータリーが今日の貴方の

行動にかかっています。』

竹野ガバナー補佐挨拶

　改めまして、こんにちは。今年度ガバナー補

佐の竹野でございます。一年間宜しくお願い致

します。

　本日は、ガバナーメッセージと公式訪問事前

調査・公式訪問に関するお願いとおしらせ、イ

ンターシティ・ミーティング演者派遣について

のお願いを持参いたしました。

　早いほうが良いと思い、本日、野寺セクレタ

リーと二人でお伺いいたしました。

　又、ローターアクトの件ですが、これは今年

度内で具現化していくことが私の仕事と考えて

おります。正直言って、アクトを持っていたク

ラブと、持っていなかったクラブとの温度差は

ありますが、７クラブで知恵を出し合って会員

確保、運営方法等考えていきます。いろいろと

足りない部分、多々あるとは思いますが１年間

宜しくお願いします。

ロータリー財団研究会報告
鈴木光則委員長

早瀬浩一副委員長



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

こそ。

▼鈴木　健一さん　第５分区ガバナー補佐 竹野

信吾様、セクレタリー 野寺孝さん、ようこそ。

　新入会員 塚田砂与さん、宜しくお願いします。

▼堀江　　勤さん　竹野ガバナー補佐、ご指導

宜しくお願い致します。

　野寺セクレタリーの来訪を記念して！

　塚田様、入会おめでとうございます。

▼馬場　　保さん　竹野ガバナー補佐、野寺セ

クレタリー、ようこそお越し下さいました。

　塚田会員、宜しくお願い致します。

▼内山　勝洋さん　連日の猛暑です。皆様、熱

中症にご注意を。

▼宮田　憲一さん　先日は暑い中、母子島ク

リーン作戦お疲れ様でした。

　本日、研究会報告宜しくお願い致します。

　塚田様、宜しくお願い致します。

▼塚田　砂与さん　本日から入会させていただ

きます。宜しくお願い致します。

▼葉　　章二さん　竹野ガバナー補佐、野寺セ

クレタリー、ようこそいらっしゃいました。

宜しくお願い致します。

　塚田様の入会を記念して。

本日の合計　20,000 円　　累計　70,000 円

出 席 報 告　    内 山 勝 洋委員長

■メークアップ（敬称略）

７月12日　ローターアクト例会　宮田憲一

　　　　　  永井啓一・潮田武彦・神山芳子

　　　　　　岩﨑晴男

７月14日　母子島クリーン作戦　永井啓一　
　　　　　  潮田武彦・新井利平・神山芳子

　　　　　  外山壽彦・宮田憲一・中里泰久

　　　　　  百目鬼博行

７月14日　ロータリー財団研究会
　　　　　新井和雄・早瀬浩一

７月15日　青少年奉仕研究会　宮田憲一

スマイルＢＯＸ 葉 　 章 二  委員長

▼永井　啓一さん　竹野ガバナー補佐、野寺セ

クレタリー、ようこそいらっしゃいました。

宜しくお願いします。

　塚田さんの入会を記念して。

　鈴木さん、財団委員会報告宜しくお願いします。

▼潮田　武彦さん　竹野ガバナー補佐、野寺セ

クレタリー、本日は下館ＲＣへありがとうご

ざいます。

　塚田さんの新入会を祝して。

　鈴木さん、財団報告宜しくお願いします。

▼永盛　　武さん　竹野Ｇ補佐、今年度も宜し

くお願い申し上げます。

　野寺セクレタリー、ようこそ！

▼中里　泰久さん　塚田砂与さん、入会お待ち

しておりました。よろしく。

　竹野ガバナー補佐、野寺セクレタリー、よう

こそ！宜しくお願いします。

▼早瀬　浩一さん　竹野ガバナー補佐、野寺セク

レタリー、ようこそおいで下さいました。

　新入会の塚田さん、おめでとうございます。

▼百目鬼博行さん　塚田さんのご入会を祝して。

　竹野ガバナー補佐、野寺セクレタリーのご来訪

を記念して。

▼加藤　昌美さん　ガバナー補佐竹野様、セク

レタリー野寺さん、ようこそ。

　塚田さんの入会を祝して。

▼新井　利平さん　竹野ガバナー補佐、野寺セ

クレタリー、暑いところご苦労様です。

　塚田新入会員、おめでとうございます。

▼佐藤　　昭さん　第５分区ガバナー補佐 竹野

信吾様、セクレタリー野寺様、新入会員 塚田

砂与様、よろしく。

▼鈴木　光則さん　塚田砂与さんの入会を記念

して。楽しくやりましょう。

▼小林　一彦さん　竹野ガバナー補佐、野寺セ

クレタリー、ようこそお出で下さいました。

　塚田砂与さんの入会を記念して。

　鈴木光則会員の卓話楽しみにしています。

▼新井　和雄さん　塚田会員の入会を記念して。

　竹野ガバナー補佐、野寺セクレタリー、よう

免除

1

病欠

1

欠席数

7

出席数

21

会員数

30


