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下館ロータリークラブ会報
ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT2820

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。

　　　　　　　
会員卓話　塚 田 砂 与 会員

　　　　　　　
会員卓話　新 井 和 雄 会員
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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

　　　　開会　16：00 ～ 17：00

会　場：スピカビル６階 北側エレベーター利用

参加費：無料

　　　　※終了後には懇親会を予定しています

高橋ガバナーから財団からのバナー
を永井会長に手渡されました

卓　　話　  
高 橋 賢 吾 ガバナー

　来年、下館クラブは60周年を迎えるとのこ

とですが、私共の水戸西クラブも60周年です。

同じ年に出来たことを再認識致しました。日本

にＲＣが誕生して100年となり、本日はその

100年を祝う鐘をお持ちし、鳴らしております。

先ず簡単に自己紹介をさせていただきます。

　私の趣味は山登りです。仕事の関係でしばら

く休んでいたのですが、50を過ぎて又楽しむ

ようになりました。ここ茨城の筑波山も入って

いる百名山を北の利尻から５年間で登覇した

ら、これで終わりではなく200名山、300名山

とあるそうで、きりが無いので海外の山を挑戦

し始めましたが、ガバナーを引き受けることに

なり、ここ１年間全く遠ざかっており非常にス

トレスが溜まっております。

　では本題に入らせていただきます。本年度は

地区スローガンを「ロータリーの心と力を地域

社会へ」といたしました。

1. クラブのサポートと強化

(1) 会員増強　ロータリーの目的は会員増強で

はないのに毎年１番重要な項目に挙がっており

ます。２割も３割も会員が減っている現状を見

ると仕方のないことだとは思います。

(2) 新クラブを結成する

(3) ロータリー賞を受賞するクラブを増やす

前例会報告     第2854回   2018/11/7（水）

お　客　様　ようこそ下館ＲＣへ

高 橋 賢 吾 様（ガバナー）

内 田 泰 男 様（地区幹事）

金 森 良 充 様（地区幹事）

竹 野 信 吾 様（ガバナー補佐）

野 寺 　 孝 様（ガバナー補佐セクレタリー）

会 長 挨 拶 　  永 井 啓 一 会長

　10月28日（日）ダイヤモンド筑波を見に行き

ました。残念ながら晴れておりましたが雲がか

かって筑波山から上がる日の出は見ることが出

来ませんでした。その時山岡鉄舟先生の歌を思

い出しました。

　　晴れてよし 曇りてよし 富士の山 

　　　　　　　もとの姿は変るざりけり

　これには二つの見方があるようです。一つ目

は、富士山のようにどんな状況に置かれても姿

は変らない。自分の精神、心情、姿勢、態度が

変らないこと。二つ目は、富士山はいつも同じ

変らないものですが、それを見た人の心の在り

方で良くも見えれば悪くも見えることです。真

実を見る心の在り方が大切であるとのことです。

　私は一つ目の解釈を取りたいと思います。

ロータリーの精神も富士山と同じで奉仕の理想

が不変のものだと思います。それを相続けてい

くことが大切であると思いました。

　本日は、高橋ガバナーに卓話を宜しくお願い

申し上げまして挨拶とさせていただきます。

幹 事 報 告 　      潮 田 武 彦 幹事

○バギオだより受理

○下妻ＲＣより会報受理

ロータリークラブ活動へのお誘い
プロジェクト60実行委員会

　「下館ロータリークラブ」では、ともに活動す

る仲間を探しています。紹介よろしく！

日　時：平成30年11月17日（土）

　　　　受付　15：30 ～



『 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

協議会風景

(4) 戦略計画によるクラブの強化、活性化をサ

ポートする

(5)My Rotary、rotary.org、クラブセントラル

などの有効活用

2. 人道的奉仕の重点化と強化

(1) インターアクター、ローターアクターがロー

タリークラブや地域社会と一緒に奉仕プロジェ

クトに参加する

(2) ポリオプラス、年次基金を増やす

(3) 地区補助金、グローバル補助金を利用した

地元や海外での効果的な活動を推進する

3. 公共イメージと認知度の向上

(1) 地域社会に発信する「ロータリーデー」を

各クラブで開催し、ロータリーイメージの向上

を図る

(2) 地区ホームページ、クラブホームページの活用

(3)「ポリオ撲滅キャンペーン」や「世界を変

える行動人キャンペーン」を推進する

4. 青少年への支援と学友連携の強化

5. ロータリー財団と米山奨学会への支援　

(1) ロータリー財団

　１人150ドル以上（年次寄付130ドル・ポリオ20ドル）

　ベネファクター各クラブ１名以上

(2) 米山奨学会

　１人 25,000円以上

　（普通寄付 5,000円・特別寄付 20,000円）



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

て。本日は宜しくお願い致します。

▼中里　泰久さん　高橋ガバナー、そしてセク

レタリーの皆様、竹野ガバナー補佐、ようこ

そお出で下さいました。本日はご指導宜しく

お願い致します。

▼神山　芳子さん　高橋ガバナー、そしてセク

レタリーの皆様、竹野ガバナー補佐、ようこ

そお出で下さいました。本日はご指導宜しく

お願い致します。

▼新井　利平さん　ガバナー公式訪問を記念し

て。又、朝早くから遊水池を見て頂きありが

とうございました。

▼佐藤　　昭さん　ガバナー公式訪問を記念して。

▼瀧田　昌甫さん　高橋ガバナー公式訪問を記

念して。
▼高橋　秀夫さん　高橋ガバナー、ようこそ！

▼百目鬼博行さん　ガバナー公式訪問を記念して。

▼岩﨑　晴男さん　高橋ガバナー、竹野ガバ

ナー補佐、ようこそ。一日ご指導宜しくお願

い致します。

▼外山　壽彦さん　高橋ガバナー御一行様、ご

指導宜しくお願いします。

▼鈴木　健一さん　高橋賢吾ガバナー、ようこ

そいらっしゃいました。ご指導宜しくお願い

します。

▼堀江　　勤さん　高橋ガバナーの来訪を記念

して。

▼内山　勝洋さん　高橋ガバナー、本日は下館

ロータリークラブへようこそお越しください

ました。

▼宮田　憲一さん　高橋賢吾ガバナーの公式訪

問を記念して。

▼塚田　砂与さん　高橋賢吾ガバナー、下館へ

お越し下さいましてありがとうございます。

どうぞ宜しくお願い致します。

▼神長　宏寿さん　高橋ガバナー、本日は下館

ロータリークラブへお越し頂きありがとうご

ざいました。

▼薄井　章一さん　高橋ガバナーご指導宜しく

お願い致します。

▼葉　　章二さん　高橋賢吾ガバナーの公式訪

問を記念して。

本日の合計　77,000 円　　累計　464,000 円

スマイルＢＯＸ    葉　章二 委員長

会 員 誕 生 瀧田昌甫さん・外山壽彦さん

　　　　　　　潮田武彦さん・永盛　武さん

パートナー誕生　加藤昌美さん・小林一彦さん

　　　　　　　葉　章二さん

結 婚 記 念 関谷　徹さん・鈴木光則さん

　　　　　　　早瀬浩一さん・堀江　勤さん

　　　　　　　神長宏寿さん

▼永井　啓一さん　高橋ガバナー、内田、金森

地区幹事、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。ご指導

宜しくお願いします。高橋ガバナー、卓話も

宜しくお願いします。

▼潮田　武彦さん　高橋ガバナーの来訪を記念

して。

▼永盛　　武さん　高橋Ｇ公式訪問、地区幹事

の皆様、宜しくお願い申し上げます。

▼早瀬　浩一さん　高橋賢吾ガバナー御一行、

ご指導宜しくお願い致します。

　しもだて紫水、田中幹事、小倉様、ようこそ

お出で下さいました。

▼新井　和雄さん　高橋ガバナー、本日は宜し

くご指導願います。

▼鈴木　光則さん　高橋ガバナーの公式訪問を

記念して。

▼関谷　　徹さん　高橋賢吾ガバナーの公式訪

問を記念して。

　地区役員の皆様、ご苦労様です。

▼加藤　昌美さん　高橋賢吾ガバナー、そして

セクレタリーの皆様、竹野ガバナー補佐、よ

うこそお出で下さいました。本日はご指導宜

しくお願い致します。

▼小林　一彦さん　ガバナー公式訪問を記念し


