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前 回 の 例 会 報 告

第 2154 回例会 11 月 9 日（木）
PM 0：30~1：30

於・例会場
○点鐘
○ロータリーソング
○出席報告

坂本副会長
“我らの生業”斉唱
関根委員長
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晴

○委員会報告
★雑誌・クラブ史料委員会
木村委員長
今月は財団月間ですが案外とそれに関する記事は少ないよ
うです。
横 P03 → 会長メッセージ
「財団への寄付は、他の慈善団体への寄付よりずっと
大きな成果を得る」
横 P11 → ポリオのない世界 撲滅への闘いは始まったば
かり、まだまだ続く
ロータリーは３年間で＄1 億 5000 万の支援を約束
P19 に各団体の支援額が載っていますがアメリカの
名前がありません
横 P28 → 100 周年アンケート調査報告はとても興味深い
記事になっています 一読を
横 P36 → エバンストン便り
RI 会長ノミニーに選ばれた M．D．マローニー氏の
紹介
財団最高の特別功労賞に我が地区の佐藤 衛 PG の
名前がみえます
縦 P09 → 古河東クラブが紹介されています
以前お話しした「衛星クラブ」の説明はこの記事を
読めば解ります
ノバホールでの地区大会で、いたずらに長い喫煙隔
離室までの距離に腹を立てつつも、ささやかな一服を
楽しんでいたときにお会いして、
「衛星クラブ」につい
て教えていただいたのは P11 右側の写真 右下の江口
達司さんです（有り難う御座いました） ☆タバコは
いろいろと役に立ちますねえ☆
縦 P14 → 奇しくも？二人の寄稿者が最近はやりの
「忖度」
創立
昭和 48 年 1 月 25 日

という言葉からロータリーについて考察しています 皆
様のお考えはいかがでしょうか
縦 P22 → 恒例の俳・歌・柳かってに解説ですが
俳２句目「はづす」は誤りではありませんが「はずす」
としなかったのは、何故かは判りません
歌１首目のフルトヴェングラーの曲名は私も知りたい
まさかかの有名な「第９」じゃないでしょうし・・・
歌２首目にまたまた「ヴルタヴァ川」が出てきました
９月号と同じ方の短歌です（この方の歌はプラハの思い
出の連作でしょうか以前にも何度か読んだ記憶がありま
す） どうしてもゲーテをギョーテと書いた鴎外を想い
だします 「モルダウ」といってくれればスメタナの美
しすぎるメロディを直ぐ思い浮かべるのに・・・
歌５・６首は古河東と友部の方の歌です。皆様も負け
ずに投稿くださいね
鴎外ついでですが、川柳の５番目は私には謎の句です
「谷根千」は義母が近くの白山に住んでいたこともあり
若い頃よく散歩しましたが、根津近辺はいわゆる花街で
遊女の置屋や石畳などの風情が今も残る街です 漱石鴎
外は連れだってあそびにいったかもしれませんよ とな
るとひねくれもののわたしは「深川あたりに喜撰住み」
的な発想をしてひやかしてしまいます
今月の秀逸は「あの世」を詠んだ２句「極楽で・・・」
と「天国に・・・」 米朝の「地獄八景・・・」もつい
でに如何ですか？なんちゃって。
★社会奉仕委員会
竹内委員長
11 月 25 日（土）9:00～12:00 に木戸房池周辺の整備作業
を行います。集合場所は、木戸房池隣接駐車場です。作業内
容は、山林清掃、チップ化・敷均し、巣箱つくりなどです。
詳細は、裏面の案内をご覧ください。ご協力をお願いします。
なお、45 周年記念事業として、木戸房池周辺に野鳥観用の
ボードを設置することにしていますが、来年 1 月 27 日にお
披露目を予定しています。
（飛田会員より報告）
○幹事報告
加部東幹事
・幹事メモの報告
・11 月 24 日 18:30～ 小林楼において、指名委員会を
開催します。会長、副会長、幹事、副幹事に加え、本日の理
事会で指名委員に選出された大網会員、田口会員、土子会員、
田山会員、飛田会員の計 9 名の出席をお願いします。

事務所・茨城県東茨城郡大洗町磯浜町 953
常陽銀行大洗支店内ＴＥＬ（029）267-2133

例会場・常陽銀行大洗支店 2 階会議室
例会日・毎週木曜日 PM 0 時 30 分

○会長の時間
坂本副会長
大山会長は、体調不良のため、
本日は欠席していますので、
代理でお話しします。先週は、ガバナー公式訪問を無事終了
することが出来ました。皆様ご苦労様でした。
その時のクラブ協議会で話題となったポリオプラスの「プ
ラス」の意味について調べてみました。元々は、ポリオ以外
の伝染病も含めて活動をはじめたため、
「プラス」を付けてい
たようですが、現在は、ポリオだけが対象となったため、
「プ
ラス」が外されているようです。
来月は 12 月で、本年度の半分になります。寒さもだんだ
ん厳しくなってきますので、体に気をつけて活動していきま
しょう。
来週のクラブ奉仕フォーラムでは、会員増強をテーマに討
議したいと考えています。問題点としては、例会の数、会費
の負担、例会の時間があり、それぞれの課題と解決策につい
て話し合い、次年度に向けてどのようにしていくのかを考え
ていきたいと思います。大洗 RC45 年間の歴史を踏まえて、
皆様のご意見を頂きたいと思いますので、よろしくお願いし
ます。
○卓話 「ロータリー財団」
桜井委員長
本日、大内会員、吉川会員、山田会員、関根会員、郡司会
員から財団への寄付を頂きました。ありがとうございました。

ロータリー財団の委員長は、初めて務めさせて頂きます。
地区の研修に参加しても、話の中心は会員増強で、知人との
話でも、新入会員はどうかとか、女性会員はどうかと言う話
になります。確かに会員増強が難しい時期になり、どの委員
会でも会員増強に取り組まれていると思います。財団の委員
会の場合には、より力を入れていかなければならないと思っ
ています。社会奉仕委員会や他の委員会とも連携し、協力を
図っていけたらよいかと思っています。やはり、新たな会員
をお願いできるように、日常のお付き合いのなかからお探し
頂けたらと思いますので、よろしくお願い致します。
ロータリー財団も米山奨学と同様な活動になるかと思いま
すので、米山奨学とともによろしくお願いします。

次回例会
第 215６回例会
1２月７日(木) 0:30～
於 例会場
「クラブ年次総会」
今月のロータリーレート ＄１＝￥１１４

欠席の連絡は飛田会場監督まで
TEL029-240-5008 FAX 269-1239 E-mail
四つのテスト

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

tobi@uekou.com
4.みんなのためになるかどうか

THE FOUR-WAY TEST 1. Is it the TRUTH?
2. Is it FAIR to all concerned?
3. Will it build GOODWILL and BETTER FRIENDSHIPS? 4. Will it be BENEFICIAL to all concerned?
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