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ロータリーソング・四つのテスト   会長挨拶 

ビジター紹介      40 周年全体会議 
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例会報告 No.1923 12 月 4 日（水）雨  （司会  角田雅宣委員長） 

 

本例会でのおもな事項 

＊誕生祝        ＊前期総括   (田中会長・松村幹事) 
＊会長挨拶 

 
誕生祝 お誕生日おめでとうございます。 

 
☆ 会  員  
隅屋 祐三会員     秋田 政夫会員 
海老原 良夫会員   白井  豊委員 
☆ 配偶者  
斉藤会員 荒井会員 大塚会員 五木田会員  
武藤会員  染谷(秀)会員 

左から  秋田・白井・隅屋・海老原 各会員 
諸報告 
プログラム委員会 (角田雅宣委員長) 
12月 25日の例会は、事業報告をお願い致します。各委員長さんは準備の程宜しくお願い申し上げす。 
新世代並びにライラ委員会 (秋田政夫委員長)  

過日のライラ・セミナーにおきましては、ご協力

を頂きまして有難う御座いました。無事当初の

計画通り進めることが出来ました。増渕総括委

員長からもクラブの皆さんにぜひ宜しくお伝え

下さいということでした。 
いろいろと有難う御座いました。 
社会奉仕委員会 (斉藤広巳委員長) 
共同募金 42,000円有難う御座いました。 
11月24日に、大洗シーサイドホテルで社会奉仕研究会がありました。7クラブの委員長さんより活動報告
発表がありました。 
岩井 RCでは将門マラソンの時に、会員 100%出席をして作成したトン汁 2800杯のサービスをしました。 
結城 RC では、郷土の偉人をマンガで紹介する準備をしています。小 1～6 年生に 25 年間無料では配
布するそうです。出来上がりましたら各クラブにも配布します。 
常陸太田RCでは、第 2分区 4クラブで 100万円のCAPの申請をしているそうです。針葉樹より広葉樹
のほうが保水率が高く、100万円で大子町近辺 4,000㎡に 1200本の植樹ができるそうです。 
40周年記録誌委員会 (白井 豊委員長) 
写真・プロフィールの締め切りは 12月 20日です。宜しくお願いします。 
40周年実行委員会 (皆葉瑞男総務委員長) 
来週の例会時に各委員長より経過報告をしていただきたいと思います。宜しくお願い致します。 
幹事報告   （松村仁寿幹事） 
週報受理      牛久ＲＣ 



例会変更通知受理 牛久 RC  12月 15日(日) 午後 7時より ホテルグランド東雲 
1月 6日(月) 午後 7時より 巴潟 

藤代 RC  12月 23日(月) 牛久パーク水神屋 
12月 30日(月) 休会 

江戸崎 RC  12月 12日(木) 午後 6時 30分より パレス歌舞伎 
12月 26日(木) 休会 

つくば学園 RC  12月 12日(木) 午後 6時より ホテルグランド東雲 
ローターアクトより 2550地区 2820地区合同例会のご案内が届いております。 
会長挨拶  （田中正躬会長） 

 「就任後半年間を振り返って」 

 去る、11月30日には龍ヶ崎中央ロータリークラブの5周年記念式典に、

松村幹事と参加して参りました。グァム・サンライズ・ロータリークラ

ブとの姉妹クラブ締結のセレモニーも併せて行われました。人数は多く

ありませんが、なかなか意欲に溢れた活気のあるクラブに見えました。 

さて、今日は会長就任後半年を振り返った話をしろとのことです。言わ

ナーの公式訪問を受けました。ガバナーは思ったより気さくな方で、またク

ニーシーにおいて家族親睦納涼会がありました。親睦委員会の皆さんには

、青木実行委員長を中心に本格的にスタートしました。これ

した。秋田地区ライラ委員長を

ガバナーの話によりますと、昨年度の我がクラブの財団寄付額は、日本一であり世界

お蔭でここまでやってこられ有難う御座

れてみれば、もう半年になり折り返し点に近づいているのだなと、気づ

きます。それだけ、この半年間何も出来なかったのかなとも思われます。それでも、時系列的に

この半年を振り返ってみたいと思います。 

7 月は、早々にガバ

ラブ会員の皆様の対応も素晴らしく、公式訪問は大成功に終わりました。7 月 28 日には、4 人の

交換学生をオーストラリアに送りました。五木田国際奉仕委員長をはじめ、関係者の皆さん、大

変ご苦労様でした。 

8 月 20 日には、ディズ

大変お世話になりました。8月 24 日には、第一回の会長幹事会があり、会員増強とポリオ撲滅を

中心に進めるということでした。 

9 月には、40 周年記念事業の準備が

からますます大変になりますが、何卒宜しくお願い致します。 

11 月 23～24 日は、ライラ・セミナーがあすなろの里で行われま

中心に、当クラブの皆さんの熱心なサポートにより無事成功裡に終了できました。有難う御座い

ました。 

北村パスト

でも 36 番にランクされるそうです。この輝かしい成果を一年限りで終わらせるのは残念です。ま

だ遅くありません、今年も一層のご協力をお願い致します。 

幹事挨拶  (松村仁寿幹事) 

 半年間、会員の皆様のご協力の

いました。半年間を振り返って反省してみますと、まだ何もやっていない

という思いです。ただ、新事務所が出来、週報をクラブで作成・出版する、

このことにつきましては、若干経費がかかりましたが、次年度以降にはプ

ラスになると思います。また、理事会にもいろいろとご協力をいただきま

こられました。 

して、ここまで無事に



後半は 40 周年という事業もありますし、大変な面も沢山あるかとは思いますが、皆様のご協力の

28 日から 12 月 1 日まで大阪でロータリー研究会があり出席をしてま

セミナーでは、昨年度一人当たりの寄付額が発表になり、

で、皆様に大変お力添えをいた
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程よろしくお願いいたしたいと思います。 

北村直前ガバナーより 

11 月

いりました。 

28 日の地域財団

水海道ロータリークラブが日本でトップであるとお褒めをいただきました。

お蔭様で面目を施した次第であります。 

世界中(現在 164 カ国)でも 36 位ということ

だきまして財団に関しましては、有終の美を飾って水海道ロータリークラブが日本中に知れ渡っ

たという感じです。本当にありがとうございました。 

出席報告 （古谷栄一委員長） 

 

出席率  

ニコニコボックス （武藤康之委員長） 

原 各会員) 

)・武藤 各会員) 

青木(正)会員 

いました。 秋田会員 

 

 ￥９８８,０００ 
同僚ロータリアンの皆さん: 

ンの皆さんがあらゆる年齢層の人々のために、識字プロジェクトを支援し

きと輿奮で輝いています 

最も報われる瞬間は、子ども

Bhichai Rattakul  2002-03 年度国際ロータリー会長   (RI 指定記事  提供 : ロータリーの友 ) 

誕生祝の御礼 会員(隅屋・白井・秋田・海老

       ご夫人(五木田・斉藤・大塚・荒井・染谷(秀

休みが続きました。 染谷(正)・大塚 各会員 

12 月です。体に気をつけてガンバリましよう。 

先月のライラ・セミナーでは大変ご協力を頂きまして有難うござ

共同募金ありがとうございました。社会奉仕研究会行ってきました。 斉藤会員 

欠席が続きすみません。来週は出られそうです。忘れないでください。 瀬戸会員

褒められました。 松坂・福田・角田・北村・隅屋・青木(清)・小島 各会員 

入金計 ￥８４,０００  累 計

 世界を回っていて、ロータリア

ている姿に出会うと、私はいつも感銘を受けます。ユネスコ(UNESC0)は、およそ世界の 4分の 1の人々
が実質的には非識字であると報告していますが、私たちの専門性や資金を結集すれば、非識字という運

命との闘いに手応えを得ることができます。 

子どもが初めて本を手にしたときその目は驚

識字は自己開発と啓蒙への筋道を与えます。私のロータリー歴のなかで

が初めて本を手にしたときの目を見つめているときです。その目は、驚きと興奮で輝いています。識字

の種を播くことによって、皆さんは慈愛の種を播いているのです。 

 
会報委員会   委員長 山崎善市   副委員長 竹村菊雄    委員 砂長 治 

 

 賜 暇 メーク 会員総数 出席者数 欠席者数

５４名 ４１名 １６名 ３名 １８名 


