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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。

　　　　　　　
米山奨学生卓話 オオノジュンイ氏
会員卓話 菊池祥明 米山奨学委員長

　　　　　　　
10月16日（火）
移動例会（日鉱記念館見学）
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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

でに支援した奨学生数は累計で約19,197人
（2016年７月現在）、その出身国は、世界124
の国と地域に及びます。米山学友（元米山奨学
生）は、韓国駐日大使やスリランカ警察庁長官、
韓国・台湾のガバナーに就任した人など、世界
中で活躍しています。

理 事 会 報 告 　   潮 田 武 彦 幹事
1.12月プログラムの承認
2. 薄井章一新入会員、選考委員会で承認
3. クリスマス例会について
4. 年次総会12月第二例会
5. ガバナー公式訪問タイムスケジュールなど
　 ガバナー公式訪問11月７日
　 ガバナー補佐訪問10月24日
6.11 月からネクタイ着用
7. ガバナーノミニーデジグネイト推薦の件、地区
　指名委員会の推薦依頼に対し、新井和雄会員
　を下館ＲＣの推薦者と決定しました。

幹 事 報 告 　      潮 田 武 彦 幹事
○地区財団ニュース　○財団室ＮＥＷＳ
○バギオ訪問の旅案内　○下妻ＲＣ週報受理
○岩瀬ＲＣ週報・水戸ＲＣ週報受理
○岩 瀬ＲＣ例 会 場 変 更　移 動 例 会10月10日

18時より細谷鮮魚店

米山記念奨学委員会からのお知らせ
菊 池 祥 明 委員長

　本日より米山寄付を会場入口で受け付けてお
りますので宜しくご協力下さい。

馬場会員退会ご挨拶　 馬場　保 会員

　今月で転勤のため退会することとなりまし
た。約３年お世話になりました。私はロータリー
クラブに入会させていただいたのが初めてでし

前例会報告     第2849回   2018/10/3（水）

お　客　様　ようこそ下館ＲＣへ

薄 井 章 一 様（水戸証券㈱下館支店長）

会 長 挨 拶 　   永 井 啓 一 会長

今日は何の日？　登山の日

　本日は登山の日だそうです。平成３年日本ア

ルパイン協会、平成７年に日本記念日協会から

認定されたとのことです。山に登ることで大自

然に触れ、その素晴らしさを知り、又自然を愛

し、自然からの恩恵に感謝する日だそうです。

　馬場さんが石岡支店へ転勤のため退会されま

す。平成27年11月に入会され、昨年度プログ

ラム委員長、本年度では親睦委員長を引き受け

ていただきました。感謝申し上げます。新任地

の活躍を祈念します。

　さて、９月27日（木）筑西市アルテリオでア

クトの例会がありまして、会長の卓話をさせて

頂きました。税法中心に入門的な卓話を行いま

した。竹野ガバナー補佐が各ＲＣクラブに呼び

かけてくれたお陰で各クラブの会長・幹事が集

まってくれました。20名は超えていたと思い

ます。アクトの支援をして頂くため、アクトの

活動を知っていただくのが狙いで、竹野ガバ

ナー補佐の考えです。竹野ガバナー補佐には、

懇親会の最後まで残っていただきました。残念

だったのはアクトの方が２名で意見を聞くこと

が懇親会では出来なかったことです。

　10月１日（月）台風のため、赤い羽根募金が

中止となりました。公共イメージのアップに繋

がると思いましたが残念です。

　今月は米山月間です。会員の皆様にはご存知

だと思いますので米山記念奨学会の特色を述べ

させていただきます。

　一番の特徴は、その規模です。米山奨学生の

採用数は、2016年は750人。総事業費は12.6

億円（2015-16年度決算）でした。世界規模で

展開しているロータリー財団国際親善奨学生の

年間採用数とほぼ同じです。これだけの外国人

留学生を支援している奨学団体は、事業規模・

採用数とも日本国内では民間最大です。これま



『 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

自己紹介に入らせて頂きます。

1966年10月、茨城県高萩市に生まれる。

学歴　高萩高校野球学科卒。相撲部屋やラグビー

　　　 の誘いもあったが、野球に専念、しかし

　　　在学中肩を壊し野球は高校までで断念。

信条　①期待に応える人になろう

　　　②明るく元気に前向きに実践

　　　③シンプル＆スピーディ

経歴　1985　当社山崎事業所入社

　　　1988　浪江日立化成出向（4年間）

　　　1994　総合職編入

　　　2001　中国新会社立上ＰＪ参画

　　　2002　下館事業所転勤（6年間）

　　　2007　課長職任用

　　　2014　松戸事業所転勤（部長職任用）

　　　2018　下館事業所転勤

　特に山崎事業所・浪江出向・中国新会社立上・

下館事業所・松戸事業所転勤は、私を成長させ

たターニングポイントとなりました。でも良い

話ばかりではありません。

1. 自殺、サラ金退職、留置場での解雇申渡し

2. 退職、メンタル面談：数知れず…。

3.2014 年当社初の希望退職実施。自分も…。

　人生って、働く事って何だろう…と自問。

元気に定年を迎えさせる事が人事の本懐と結論

箕川のこれから

1. 会社へのお返し

2. 人を大事に育てる（優しく厳しく）

3. 自由闊達な風土

4. もの申す人物

5. 満足度向上（この会社で働けて良かった）

6. 世代交代が進めば潔く引退

定年後にむけたキャリアプラン

現在ノープラン…。このままで良いのか！

志は、生涯現役！生涯挑戦！

たので、何も解らず戸惑ったりしましたが皆様
方の温かいご指導のお陰で楽しい３年間でし
た。転勤先は石岡で、石岡87ＲＣに入会させ
ていただくことになっております。近くですの
で、これからもお目にかかることがあると思い
ます。どうぞ宜しくお願いします。

新入会員卓話　 　箕 川 達 也 会員

　７月に入会させていただきました箕川と申し
ます。資料をもとに会社紹介をしていきます。



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

しています。

▼新井　利平さん　箕川会員の卓話を記念して。

▼中里　泰久さん　10月誕生月の皆さん、おめ
でとうございます。箕川さんの卓話を記念して。

▼百目鬼博行さん　箕川さんの卓話を記念して。

▼岩﨑　晴男さん　箕川さんの卓話を記念して。

10月になっても暑いです。

▼鈴木　健一さん　箕川達也さん、会員卓話宜

しくお願いします。

▼神山　芳子さん　箕川様、ご入会おめでとう

ございます。ロータリーのお仲間が増えて嬉

しいです。

　馬場さん、３年間ありがとうございました。

地区大会でお会いしましょう。

　新井ガバナーデグジネート誕生おめでとうご

ざいます。
▼木幡　　浩さん　箕川会員、卓話楽しみにし

ております。

▼内山　勝洋さん　箕川さん、本日の卓話楽し

みです。宜しくお願い致します。

▼神長　宏寿さん　会員誕生ありがとうござい

ました。

　箕川さん、卓話楽しみです。

▼塚田　砂与さん　箕川達也さんの卓話、楽し

みにしております。宜しくお願い致します。

▼箕川　達也さん　本日、卓話を担当させて頂

きます。会社のこと、自分のこと、そして最

近思うことを話させて頂きます。宜しくお願

い致します。

▼葉　　章二さん　箕川さんの卓話を記念して。

本日の合計　61,000 円　　累計　325,000 円

出 席 報 告　   内 山 勝 洋 委員長

■メークアップ（敬称略）

９月 27日　ローターアクト

　　　　　　神山芳子・鈴木光則・宮田憲一　

　　　　　　永井啓一・潮田武彦

９月 30日　2880 地区ＲＬＩパートⅡ

　　　　　   神山芳子

最後になりますが、日立化成バトミントン部の

紹介をさせていただきます。10月には茨城国

体に、12月には日本リーグにも出場いたしま

す。地元の代表としてご声援を宜しくお願い致

します。

スマイルＢＯＸ    神 長 宏 寿 会員

会員誕生　箕川達也さん・鈴木健一さん

　　　　　鈴木光則さん・小林一彦さん

　　　　　新井和雄さん・葉　章二さん

　　　　　神長宏寿さん

▼永井　啓一さん　箕川さんの卓話、楽しみに

しておりました。宜しくお願いします。

▼潮田　武彦さん　箕川さん、本日の卓話宜し

くお願いします。楽しみにしております。

▼馬場　　保さん　３年間お世話になり、大変

ありがとうございます。後任の薄井を宜しく

お願い致します。

▼永盛　　武さん　箕川さんの卓話を記念して。

▼加藤　昌美さん　馬場さん、ご栄転誠におめ

でとうございます。益々のご活躍をご祈念致

しております。

　箕川さん、卓話楽しみです。

▼関谷　　徹さん　箕川会員の卓話、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。

▼新井　和雄さん　箕川会員の卓話、楽しみに

免除
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