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１０月２０日例会報告 

萩原ガバナー公式訪問 

萩原亢雄様 第２８２０地区ガバナー  

久保田宏様 第７分区ガバナー補佐  

広瀬俊雄様 第２８２０地区副幹事 

が公式訪問されました。 
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例会、記念撮影に引き続き午後２時より、クラブ協議会が開催された。昨年度は、新入会員としてのオブ

ザーバー参加であったため、緊張感がなく記憶にもあまり残っていなかったが、本年度は、担当事業であ

る、クラブ会報の事業計画の発表があるとのことで、緊張して指定された席について開会を待った。定

刻、野堀会長の司会進行で始まった。各担当より、年度開始時に提出した事業計画に基づき、詳細な解説

をつけて粛々と発表がされた。発表の合間に、萩原ガバナーより、県内各クラブのニコニコボックスの扱

いの違いの話等、気さくなコメントがあり、徐々にリラックスしたムードに変わってきた。ガバナーの話

術の妙に引き込まれた感がある。記憶に残るガ

バナーの言葉として、職業奉仕については、杓

子定規に考えず、おのおのの生業を一生懸命に

おこなう。会計については、予算を確実に減

額、節約して、より社会奉仕活動に貢献できる

使い道を考える必要があるといった、ガバナー

の強い信念が覗えた。プログラムについては、

蛍の飼育の話を発端に、子供たちの教育、さら

には親、地域を巻き込んだ活動により、地域の

活性、クラブの活性につながった例。また、小

学生に一人１円の寄付をしてもらい、ネパール

に学校をつくり、さらに絵手紙の交換といっ

た、こどもたちを巻き込んだ、イベントの企画

等、さまざまな、サジェスチョンをいただいた

実のある協議会となった。 

１０月の誕生祝、結婚祝 

本人誕生日       日  

路川   淳一     ９ 

大野   治夫    １１ 

長谷部  一男    １１ 
柴原   浩     ２３ 
川口   史朗    ２８ 

田上   憲一    ３０  

配偶者誕生日 

川口  真珠      ７ 

小堀  静江     １９ 

磯山  とし子    ２１ 

大野  すみ子    ２３ 

結婚記念日 

菅原  俊 ・浩子   ４ 

石川  英昭・桂子   ５ 

田口  幸男・葉子  １４ 

中山  正巳・敬子  ２３ 

上野  修 ・いゆ子 ２９ 

東郷  治久・富紀子 ２９ 

       皆さん、おめでとうございます！ 

クラブ協議会 レポート              佐藤 裕光 
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写真配置（敬称略） 

 

 

               小堀  下山田  齊藤  菅原 

        鬼澤  小須田  飯田  堀越   皆葉   大野   田上 

      塚越  川口  磯山   塚田   石川  国府田   川崎  下村 

    冨田  増田  田口  中村   井田   染谷   路川   佐藤  宮本 

  中山  綿引  増山  野堀   萩原   吉岡   久保田  廣瀬  岡添  塚原 

              会長   ガバナー      ガバナー 副幹事 

                             補佐      

萩原ガバナー公式訪問 記念撮影 
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萩原 亢雄 （地区ガバナー） 

広瀬 俊雄 本日はお世話になります。（地区副幹事） 

野堀 喜作 萩原ガバナー、久保田ガバナー補佐、広瀬地区副幹事、本日は公式訪問ご苦労様でした。

宜しくお願い致します。 

吉岡 昭文 ガバナー公式訪問 ありがとうございました。 

増山 栄 萩原ガバナー、久保田ガバナー補佐、公式訪問ありがとうございます。午後も宜しくお願

い致します。 

染谷 洪一 ガバナー 萩原亢雄様、分区ガバナー補佐 久保田宏様、地区副幹事 廣瀬俊雄様、公式

訪問ありがとうございます。本日は御指導の程、宜しくお願い致します。又、クラブの皆

様のご協力に依り、地区ライラセミナーを無事終了する事が出来ました。ありがとうござ

いました。 

磯山 正蔵 我とし子の誕生祝 有難う御座いました。結婚して３３年間、１度もプレゼントしていな

いので本日いただいたワインをプレゼントとさせて頂きます。 

小堀 恒雄 妻の結婚祝有難うございました。皇后陛下の１日前と記憶していましたが、すっかり忘れ

ました。 

田上 憲一 誕生祝ありがとうございます。 

中山 正巳 本日は萩原ガバナー訪問ありがとうございました。つくば学園ＲＣクラブ元気に頑張って

おります。私事ですが、結婚２５周年を２３日に迎えます。思えば長いものですが、あっ

という間の１／４世紀！！元気に長持ちが一番ですね。安い買い物？でした。 

ニコニコＢＯＸ 

ビジター 

広瀬  俊雄 様 第２８２０地区副幹事 

萩原  亢雄 様 第２８２０地区ガバナー  

久保田 宏  様  第７分区ガバナー補佐  

次ページへ続く 
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出席率 

会員数 出席数 欠席数 無届欠席数 出席率 

  ６１名   ５０名   １１名    ２名 ８１．９７％ 

ニコニコＢＯＸ 続き 

本日の合計 ￥９３，０００－ 

本年度累計 ￥４７７，０００－ 

大野 治夫 誕生の祝いＷでいただきありがとうございました。 

路川 淳一 萩原ガバナー本日はありがとうございました。ロータリー活動は「超我の奉仕」で頑張り

ます。社員として仕事は「超我の奉仕」すぎないよう利益を出して頑張ります。 

川口 史朗 入会して初めての誕生日を迎える事になりました。立派な記念品を頂きありがとうござい

ました。 

綿引 信之 先日の分区野球大会では力不足により敗戦投手となってしまいました。「あいよ寿司」イ

オン内原店が１１月１１日にオープンする事となりました。ご声援宜しくお願い致しま

す。 

堀越 雄二 萩原ガバナー公式訪問ありがとうございます。久しぶりの例会ご無沙汰致しておりまし

た。相変わらず飛行船ツェッペリン号と空を漂っております。 

塚原 英夫 萩原ガバナー訪問ありがとうございます。本日は一日、よろしく御指導下さい。 

飯田 正行 昨年は皆様に御協力を頂いたのに欠席が続き申し訳ありません。家族の健康は水や空気と

同じ、なくなってみて初めてその尊さを知りました。 

田口 幸男 ガバナー 萩原亢雄様、地区副幹事 廣瀬俊雄様、公式訪問ありがとうございます。本日

は御指導の程、宜しくお願い致します。又、クラブの皆様のご協力に依り、地区ライラセ

ミナーを無事終了する事が出来ました。ありがとうございました。 

前ページから続く 
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■編集後記■ 

 

クラブの重要行事のガバナー訪問が終え、野堀年度も折り返しがまぢかになってきた。会社経営者、自営

業者等、様々な職業のなかで、ロータリーの歯車は、会員にいろいろな立場を経験させ、さらに力強く回

るエネルギーの源の様に思えてきたこのごろである。 

                         ゆうこう   クラブ会報委員長  佐藤 裕光 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

萩原ガバナー公式訪問に際し、この「ガバナー」の意味を調べてみました。スペルでは「governor」と書

き、「統治者、知事、長官、司令官、総督、（協会などの）会長、総裁、理事」とあります。ロータリー

内では、会長、理事がありますから、「統治者、総監」が正しい意味となるでしょうか。ちなみに機械系

の仕事をされていますと「（排気、速度の）調節器」との意味になります。また親しみをこめて「親父、

親方、だんな」として使われる場合もあるようです。 

                               クラブ会報委員   齊藤 修一 

１０月２６日（水）に変更（夜の移動例会）  つくば市内３クラブ合同例会 

          PM7:00～       グランド東雲 

 

１１月 ３日（木） 休  会（祝日の為） 

 

１１月１０日（木） 理事会 11:00～    新館アネックス2F有明の間 

          ２０周年実行委員会 増山 栄 実行委員長 

          会場変更：新館アネックス1F 昴西の間 

 

１１月 20日（日）に変更（移動例会）    ゆかりの森 

          「ロータリーの森創り」２０周年記念事業 

          社会奉仕委員長 川崎 庄一会員 

          会場変更：ゆかりの森 

 ホームページもご覧下さい 

 http://www.46gama.com/ 

例会日  木曜日 １２：３０～１３：３０ 

例会場  「オークラフロンティアつくば」 つくば市吾妻１丁目１３６４－１   
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プログラム 予告 


