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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。

　　　　　　　
　ガバナー補佐公式訪問

　　　　　　　
会員卓話　潮 田 武 彦 幹事
職業奉仕百目鬼博行 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

ＲＬＩに参加して　  　  神山芳子会員

　2550地区ＲＬＩに参加してまいりました。

たくさんの方とお会いすることが出来、会議は

自由な発言が認められたものでした。私は初体

験でしたので、始めは緊張しましたが時間とと

もに打ち解けられ、たくさんのロータリアンの

意見を聞けてたいへん有意義な時間を過ごさせ

て頂きました。

ライラ感想　      池田遼太下館 RAC 会計
　2日間、スタッフとして参加し、セミナー受

講生が研修プログラムに集中できるように微力

ながらお手伝いをさせていただきました。夜遅

くまで熱心に議論をしている若い受講生を見て

いて、そのまっすぐなエネルギーに私自身も力

をいただいたような気持ちになりました。この

経験を今後のアクト活動にも活かしていきたい

と思います。

幹 事 報 告 　      潮 田 武 彦 幹事

○ガバナーエレクト事務所開設の案内

○下妻ＲＣより会報受理

○出前卓話　11 月 14 日　新井補助金委員長

○現況報告書が出来上がりました。ポストに入

れておきました。

※前号理事会報告の中で、誤りがありましたの

前々例会報告     第2850回   2018/10/10（水）

お　客　様　ようこそ下館ＲＣへ

オオノ ジュンイ 様（米山奨学生・マレーシア）

会 長 挨 拶 　  永 井 啓 一 会長

今日は何の日？　記念日多いの日

　本日は記念日多い日だそうです。49個です。

11月11日の44個、８月８日の44個と日本記

念日協会から登録されているとのことです。記

念日一覧を紹介します。

①ふとんの日②トートバックの日③和太鼓の日

④オオヒシクイの日（トットの日）⑤充実野菜の

日⑥トッポの日⑦パソコン資格の日⑧銭湯の日

⑨転倒予防に日⑩トマトの日⑪お好み焼の日⑫

貯金箱の日⑬JUJU の日⑭肉だんごの日⑮LPG

車の日⑯赤ちゃんの日⑰岡山県産桃太郎トマト

の日⑱おもちの日⑲冷凍めんの日⑳ワンカップ

の日㉑テンテの日㉒手と手の日㉓LP ガスの日

㉔コッペパンの日㉕バイナリーオプションの日

㉖朝礼の日㉗てんとう虫の日㉘愛しとーとの日

㉙ポテトサラダの日㉚萌の日㉛アメリカンフラ

イドポテトの日㉜ジュジュ化粧品の日㉝パン

ケーキの日㉞青森のお米「晴天の霹靂」の日㉟糖

化の日㊱亀田の柿の種の日㊲美容脱毛の日㊳ト

マトアンドオニオンの日㊴じゅうじゅうカルビ

の日㊵Windows10の日㊶襖の日㊷紀文・いい

おでんの日㊸スカイプロポーズの日㊹ドラムの

日㊺球根の日㊻今の日㊼ドットライナーの日㊽

キャッシュレスの日㊾ちくわぶの日

　さて、10月５日（金）水戸市ガバナー事務所

に現況報告書を届けて参りました。又、ガバナー

訪問の日程を打ち合わせして参りました。会員

皆様には当日は宜しくお願いします。母子島の

環境保全の募金活動は中止します。ただ、10

月28日はダイヤモンド筑波が良く見えますの

で自由に参加願えればと思います。日の出は午

前５時52分頃です。

　ＲＬＩ終了証が届いておりますので神山会員

にお渡し致します。



『 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

ミナーが、平成30年８月５日につくば山水亭

にて開催されました。

　当日 AM10時30分より分科会（2820 地区各

クラブ米山委員長及びカウンセラー）がありま

した。同分科会に於いて各委員長からの意見聴

取で、以下のような意見がありました。

・支給された奨学金の使途を報告させるべき

・日本人学生に対しても支給されるべき

　（当クラブ委員長より陳述）

　当クラブ委員長の意見に対して、日立や土浦

のクラブ委員長からも同様の意見が出ました。

米山記念奨学会委員長の上記意見に対する見解

内容は、「奨学金支給の趣旨は、外国の優秀な

学生をサポートすることにより国際交流を促進

することにあり、日本の子どものためには別な

制度を考えるべきもの。」ということでした。

　県内各ロータリークラブの大方の意見は、中

国などの裕福な家の子女に対して奨学金支給を

為すことは国際交流の促進という点で大きな意

義があるというものでした。しかし、日本国内

に於いても家庭の都合で行きたい学校に行けな

い子が多いのが現実にあるが具体策はなく、釈

然としない思いが残りました。

スマイルＢＯＸ   葉　　章二 委員長

▼永井　啓一さん　米山奨学生オオノ ジュンイ

さん、卓話宜しくお願いします。

　菊池さん、卓話楽しみにおります。宜しくお

願いします。

▼潮田　武彦さん　米山奨学生オオノ ジュンイ

さん、ようこそ下館ＲＤへ。卓話宜しくお願

いします。楽しみにしております。

▼永盛　　武さん　米山奨学生オオノジュンイ

さん、ようこそ。

　菊池さんの卓話を記念して。

▼早瀬　浩一さん　米山奨学生オオノジュンイ

さん、ようこそお出で下さいました。楽しん

でいってください。

▼鈴木　光則さん　オオノジュンイさんの来訪

を記念して。

▼関谷　　徹さん　菊池会員の卓話楽しみです。

　米山奨学生オオノジュンイさん、ようこそ。

で訂正してお詫び申し上げます。

「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。」

卓　　話　 　    オオノ ジュンイ氏

　私はオオノジュンイです。マレーシアから６

年前に参りました。本日は、学校より１時間半

位かかりましたが自転車で出席させていただき

ました。現在はつくば大学の２年生です。

　日本はアジアにおける少数の先進国の一つで

すが、昔からの伝統を大事にしている国の一つ

でもあります。そんな日本に興味を持って来日

いたしました。当初は新潟で農業・水産を、北

海道で牧畜の研修をして、学生生活は高知大学

が最初でした。この学校は日本全国の学生が来

ていて地元の人はほとんどいない学校でした。

　現在はつくば大学の２年生ですが、来年から

はドクターコースへ進む予定です。日本から学

ぶことがたくさんあり、学生生活を楽しんでお

ります。

米山記念奨学会合同セミナー報告
菊 池 祥 明 委員長

　国際ロータリー第2820地区のクラブ及び学

友会による米山記念奨学会2018-19年度合同セ



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

前例会報告     第2851回   2018/10/16（火）

移 動 例 会
　10月16日（火）に日鉱記念館の視察、日立Ｒ

Ｃへの集団メイクを開催しました。当日、当ク

ラブの会員でもあります地区ロータリー財団委

員会 補助金委員長・平和フェローシップ委員長

の新井和雄会員が、日立ＲＣ卓話担当で共に拝

聴して参りました。

▼加藤　昌美さん　米山奨学生オオノジュンイ

さん、ようこそお出で下さいました。

　菊池さんの卓話、お世話さまです。

▼中丸　　健さん　米山奨学生オオノジュンイ
さんの来訪を歓迎して。

▼新井　利平さん　米山奨学生オオノジュンイ
様、卓話宜しくお願いします。

▼神山　芳子さん　オオノジュンイさん、よう

こそ。

　菊池委員長、卓話宜しくお願いします。

▼鈴木　健一さん　米山奨学生オオノジュンイ

さん、ようこそ。

　菊池会員、卓話宜しくお願いします。

▼堀江　　勤さん　オオノジュンイ様の来訪を
記念して。

　菊池会員、卓話宜しくお願いします。

▼内山　勝洋さん　米山奨学生オオノジュンイ

さん、ようこそお出で下さいました。

　菊池さん、卓話宜しくお願い致します。

▼宮田　憲一さん　オオノジュンイ様、菊池祥

明様、本日の卓話楽しみにしております。
　先週は台風後の建物の修理、塩害による電線

スパークのため消防団の出勤等、走り回る一
週間でした。

▼塚田　砂与さん　米山奨学生卓話オオノジュ

ンイ様、菊池祥明さんの卓話、ありがとうご

ざいます。宜しくお願い致します。

▼葉　　章二さん　米山奨学生オオノジュンイ

さん、ようこそお出で下さいました。

　菊池会員、卓話宜しくお願い致します。

本日の合計　23,000 円　　累計　348,000 円

出 席 報 告　   内 山 勝 洋 委員長

■メークアップ（敬称略）

９ 月29 日　　　地区ロータリー財団委員会
　　　　　　　 新井和雄

10 月 ４日　　　下館ローターアクト理事会
　　　　　   　 宮田憲一

10 月 6～8日　ライラセミナー
　　　　　  　  神山芳子

免除

1

病欠

1

欠席数

7

出席数

23

会員数

31


