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第 2160 回例会 1 月 18 日（木） 
於・例会場 PM 0：30~1：30 

○点鐘                   坂本副会長 

○ロータリーソング “我らの生業”斉唱 

○ニコニコ BOX                 那須委員長 

○出席報告                    関根委員長 

日付 出席 欠席 メーク 出席率 天気 

1 月 11 日 21 5 2 82.14％ 晴 

○幹事報告                加部東幹事 

・幹事メモの報告 

・2 月のプログラム 

1 日 卓話 櫻井会員 

11 日 第２分区 I M（2 月 8 日分変更） 

15 日 ライラ報告 

    22 日 職場訪問（幕末と明治の博物館見学） 

○会長の時間                坂本副会長 

 先週はインフルエンザで欠席し、失礼しました。大山会長

と連絡を取りましたが、大分元気な声でした。新年の挨拶も

できなくて申し訳ないとのことでした。 

 創立 45 周年記念事業の木戸房池野鳥観察ボードにて集合

写真を 25 日に皆さんで撮影したいと考えていますが、時間

的に厳しいので、本日の打合せの進捗を踏まえて対応したい

と思っています。 

○創立 45 周年記念式典打合せ      伊藤実行委員長 

 1 月 28 日に開催する式典のご来賓、

プログラム、担当分担等について確認、

調整しました。本日の資料、打合せ結

果を踏まえて、次回 25 日の例会で最

終確認を行うこととしました。 

 

 

 

第 2161 回例会 1 月 25 日（木） 
於・例会場 PM 0：30~1：30 

○点鐘                  田口直前会長 

○黙祷 大山会長のご逝去を偲んで     田口直前会長 

○出席報告                    関根委員長 

日付 出席 欠席 メーク 出席率 天気 

1 月 18 日 20 5 2 81.48％ 晴 

○委員会報告 

★創立 45 周年実行委員会          飛田会員 

 本日予定していました木戸房池での記念事業完成の集合写

真撮影は、先日の積雪のため延期します。なお、1 月 27 日

には、エコ・グリーンいばらきによるボランティア活動が実

施されますので、多くの参加をお願いします。 

○幹事報告                加部東幹事 

・幹事メモの報告 

○会長の時間                坂本副会長 

 大山会長は病気療養中でしたが、23 日にご逝去されました。

翌日には退院する予定だったとのことで、大変残念です。ご

冥福をお祈りします。 

1月28日に迫った創立45周年記念式典の実施については、

大山会長のご遺族から是非とも行ってほしいとの御意向もあ

り、理事会、実行委員会に諮って挙行することとしました。

種々ご意見が有るかと思いますが、ご理解の上、ご協力をお

願いします。 

なお、今後の会長は、パスト会長から選任頂くことで調整

していく予定です。 

○創立 45 周年記念式典打合せ      伊藤実行委員長 

 大山会長のご逝去をうけ、プログラムの一部を変更するこ

とにしました。また、式典と懇親会の間に葬儀に参列するス

ケジュールとしました。 

 式典、懇親会の席次の他、細部の段取り等について頂いた

本日のご意見に基づいて修正、調整を行うこととしました。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前 々 回 の 例 会 報 告 

前 回 の 例 会 報 告 

大山会長ご逝去 

去る 1 月 23 日に大山岳夫会長が 

ご逝去されました。謹んで哀悼の意 

を表します。 

28 日に行われた葬儀では、周辺ク 

ラブの方々にもご会葬頂き、坂本副 

会長の弔辞、第 2820 地区保延ガバ 

ナーの指名焼香が行われました。 

                  在りし日の大山会長 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 30年 1月 28 日 式典 11:00～12:00 懇親会 13:00～15:00  於 大洗ホテル 
【ご来賓 参加クラブ】 

第 2820 地区 ガバナー 保延輝文様    ガバナーノミニー 中村澄夫様    ガバナー補佐 大森眞一様 

大洗町町長 小谷隆亮様            NPO 法人エコ・グリーンいばらき理事長 大場國行様 

大洗ライオンズクラブ 作山融照様  常陽銀行大洗支店長 鏡渕 洋様 

那珂湊 RC   会長 磯崎久喜雄様 幹事 黒澤利勝様  常陸太田 RC   会長 塩原吉博様  会長エレクト 橘幸市様 

大子 RC           櫻山実保子様      鈴木正美様  勝田 RC    会長 遠山政明様  幹事 砂押勇人様 

東海那珂 RC 会長 目黒伸也様  幹事 橋本和一郎様 ひたちなか RC 会長 横須賀忠行様 幹事 小野 修様 

  

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 4.みんなのためになるかどうか

会報委員会    土山 大輔  海老澤 一夫  土子 吉久 

 

開式のことば 

糸部副実行委員長 

開会のことば 

糸部副実行委員長 

海老澤 

ソングリーダー 
ご来賓の皆様 

会長挨拶 

田口直前会長 

実行委員長挨拶 

伊藤実行委員長 

ご来賓祝辞 

大洗町町長 

小谷隆亮様 

ご来賓祝辞 

第 2820 地区ガバナー 

保延輝文様 

記念事業報告 

田山記念事業委員長 

常陽銀行大洗支店長 

鏡渕 洋様 

『ソウルフル・ユニティ』の演奏 

乾杯 

ガバナーノミニー 

中村澄夫様 

式辞 

第２分区ガバナー補佐
大森眞一様 

NPO 法人エコ・クリー

ンいばらき理事長 

大場國行様 

「手にてつないで」で閉会  

お陰様で創立 45 周年記念式典・懇親会を盛会裏に終了することができました。 

ご参加の皆様に感謝申し上げます。 

第 2820地区ガバナー 

保延輝文様 

目録贈呈 坂本副実行委員長 

記念品贈呈 田口直前会長 


