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例会報告 No.2019 12 月 22 日（水）晴れ時々曇り  （司会 染谷正美委員長） 

本例会でのおもな事項        

   ＊会長挨拶          ＊前記事業報告 

 ＊誕生祝                         各委員会委員長 

誕 生 祝  おめでとうございます。     表 彰 マルチプル・ポール・ハリス・フェロー 

                     

☆会  員  海老原 良夫会員     瀬戸 隆海会員 

 

諸 報 告 

ゴルフ同好会 （青木正弘会員） 

ライオンズクラブよりチャリティーゴルフコンペの案内が届いております。回覧いたします。 

平成１７年３月７日（月） 於：水海道ゴルフクラブ 

 

幹 事 報 告  （大串  卓幹事） 

週 報 受 理    龍ヶ崎中央ＲＣ 

例会変更通知受理   なし 

 

会 長 挨 拶 （鈴木  豊会長） 

こんにちは。いよいよ今日の例会を持ちまして今年最後となります。皆様には深いご理解とご支援を頂き、

最初に立てた目標値は何とかクリア出来るものと自負しております。誠にご協力有難うございました。また、

来年１月９日からツウンバＲＣから５名の交換学生が来日することになっており、染谷国際奉仕委員長に

は、大変な思いをさせているのですが、どうか会員の皆様にも引き続きご協力の程宜しくお願いします。 

さて、先週発表させて頂きました、新会員候補者 白沢光二様ですが、書面上の反対もなくまた異議もな

いため、入会への承認をいただいたものと判断いたします。推薦者の武藤会員宜しくお願いします。 

目を世間に向けてみますと、この半年間激動の半年間だったように思われます。７月～９月、４０度近くま

で上がった耐え切れない酷暑の連続、そして、アテネオリンピックでは寝不足の感動を受けたのも今とな

っては遠い過去の出来事のように思われます。また、近くて遠い国であった韓国も１０人の大使よりも一人

のヨン様ブームで、今や国家間の大きな出来事となっており、近くて近い国になりつつあります。また、有

名企業のトップのモラルが問われたことも記憶では新しいものがあり、野球界の再編成、ＩＴ企業の台頭が

目立ちました。来年はどんな年になるでしょうか。来年は、政治も経済も変革の年になるのではないでしょ

うか。デフレが治まり本当の意味で経営者の質が問われる時代になるのではないでしょうか。ロータリーク

ラブの皆様は、企業人の集まりでありますので、特に職業奉仕に努めて頂きたいと思います。とにかく半

年間有難うございました。 
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社会奉仕委員会報告 （島田 勝委員） 

社会奉仕委員会よりご報告いたします。１２月で夏日となりました、１２月５

日（日）水戸三の丸ホテルにて開催されました、第二回社会奉仕研究会に

委員長の代理で出席を致しました。１時より登録受付があり、１時３０分永

井ガバナーの点鐘にて開会されました。始めに島村総括委員長から役員

及び地区委員の紹介があり、続いての挨拶の中で２００４～２００５年度の

強調事項であります、１）水管理、２）保健問題、３）識字率の向上等を再度

述べられ、各クラブに対して強調事項を再確認して頂き、１００周年プロジ

ェクトを推進し、そして成功するようにとの話がありました。続いての永井ガ

バナーの挨拶では、地区のプログラムは着々と進められており、また、地区補助金については希望するク

ラブが多く、補助金の額が少ないクラブについてはご了承下さいとのことでした。また、清水研修リーダー

の挨拶では、社会奉仕の始まりは１９０６年で、シカゴＲＣの定款の第三番目が社会奉仕の基本であり、こ

れから新しいプログラムを行うにあたっては、①クラブ奉仕の教育、②職業奉仕の教育、③社会奉仕の教

育、④世界奉仕の教育、の４つがこれからの課題であると述べられました。また、池田地区広報・雑誌委

員長の挨拶では、社会奉仕の事業がロータリーにおける一番の広報活動であり、地域のニーズをよく把

握して、それを汲み取り活動してほしてとの話がありました。１０分の休憩後、茅根地域支援・人間尊重委

員長の司会にて、１１月までに終了したものと、２００５年に行う１１クラブの１００周年記念プロジェクトの報

告がありました。先ず、日立ＲＣが行ったプロジェクト、『障害者スポーツ教室』では、昨年に続いて２回目

となり、総勢約１５０名の参加の下、オリンピックの年に開催されます、パラリンピックで行われる種目の中よ

りいくつかを選び、県の指導者の指導を受け、そして、支援団体として、日立市・社会福祉協議会、１１の

ボランティアグループの支援にてロータリアンも参加して開催され、大変意義のある事業になったとの報

告がありました。また、日立港ＲＣが行った事業『自然観察ふれあい公園の整備』では、既にあります公園

整備の支援ということで、草刈り機・門製の物置・案内板の寄贈。因みに費用は２０００ドルの補助をうけ計

１２４万３０００円とのことでした。この他９クラブの報告がありましたが、時間がありませんのでクラブ及びプ

ロジェクト名を報告いたします。大子ＲＣ『森は海の恋人講演会』、常陸太田ＲＣ『献血運動』、大洗ＲＣ『ロ

ータリー１００周年記念植樹』、笠間ＲＣ『レジ袋削減マイバック運動』、境ＲＣ『健康森づくり』、鹿島臨海Ｒ

Ｃ『ホタルの池づくり』そして、当クラブの『ネパール小学校と絵画交換』の報告がありました。報告終了後、

清水研修リーダーより総評があり、地区補助金を使った事業は、お金を寄付することはしないように、また

時計及び時計台等の寄付は建築物になるので、補助金には該当しないとのことです。そして、報告書に

ついては必ず領収書を添付すること。最後に、利他の精神で超我の奉仕をの言葉で締め括り予定の４時

終了しました。 

 

前期事業報告 

ＳＡＡ委員会 （青木正弘委員長） 

今年行われました、永井ガバナー公式訪問時に、ＳＡＡ委員会ではなくて

ＳＡＡだと、私の他の石塚、登坂両会員は副ＳＡＡと言いなさいというご指

摘を頂いております。今年度の後半、次年度どのように対処したらいいの

かということを皆様のご意見を頂きたいと思っております。私達の仕事と致

しまして、お弁当の手配というのがあります。毎回皆様方にご協力頂きな

がら手配をしてますが、どうしても３～４名程度の連絡なしでお休みになる

方がいらっしゃいます。年間凡そ１０万円が無駄になるというふうに計算し

ておりますので、引き続き皆様方のご協力宜しくお願い致します。また、もう一つの大きな柱であります、
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ニコニコボックスですが、前半終了しましたが皆様のご協力を頂きまして順調に集まっております。しかし、

中身を見ますと詳細には申しあげられませんが、一番多い方で５９,０００円、一番少ない方でまだ誕生日

も入ってないのか分かりませんが、数千円という方もございます。４つのテストにあります「みんなに公平

か」というロータリー精神から申しますと、いささか不公平かなという感じも致します。引き続き後半もご協力

宜しくお願い致します。 

出席委員会 （角田雅宣委員長） 

本年度の事業計画は、鈴木会長からの事前のアドバイスもございまして

２つ掲げました。１つは、恒常的に例会を欠席されている方に、何とか１

回でも多く例会に出席していただけないかとアプローチをしてみる、もう１

つは、実質的な１００％例会出席日を鈴木会長は作りたいという、２点で

ございました。前半、１つ目の恒常的欠席者につきましては、残念ながら

退会する方も出まして思うようにいきませんでしたが、２つ目の実質的１０

０％例会出席は、皆様方のお蔭をもちまして大変嬉しいことに、ガバナー

公式訪問日の１０月６日に達成できました。御礼申しあげます。後半につきましては、１つ目の例会に出

席されない方に対して、もう一度色々な形でご協力願うという活動をしていきたいなと思っております。 

親睦活動委員会 （武藤康之委員長） 

１. 例会において、お客様の紹介、会員・ご夫人の誕生祝の実施。誕生祝に関しましては、何名かの方

が月遅れの誕生祝というのがありまして、後半は月内に実施出来れば

と思っております。 

２. ７月３１日に２０００回例会の親睦を担当しました。奥様を始め多数の方

にご出席をいただきまして盛大に行うことが出来ました。 

３. 水海道ゴルフクラブにおいて、忘年会を実施しました。 

４. １月１９日（水）に、オーストラリアからの交換学生をお招きして新年会を

満月にて実施いたします。後程皆様には、ＦＡＸで出欠の返事をとりた

いと思いますので、ご参加いただければと思っております。あといくつかイベントがありますので、ご協

力宜しくお願い致します。 

雑誌委員会 （鯉沼和義委員長） 

１. ロータリーの友のクラブ内浸透を図るため、記事の紹介並びに投稿への参加を勧める。 

２. ロータリーの友を、水海道市役所、水海道市立図書館、水海道第一高等学校、水海道代に高等学

校への配布を行いロータリーの活動の理解を深める。 

と、事業計画をかかげましたが、２番目は実施出来ました。１番目の記事の紹介につきましては、欠席が

多かったものですから、後半は是非勧めたいと思いますので宜しくお願い致します。投稿への参加です

が、これは報告ではないのですが、ロータリーの友事務局より「私の宝物」ということで、投稿をお願いした

いとの依頼がきておりましたので、もしありましたら宜しくお願いします。 

職業奉仕委員会 （皆葉瑞男委員長） 

１０月の職業奉仕月間に卓話をさせて頂きました。１０月末より１１月３日

まで、水海道市の文化祭とあわせまして、ロータリー１００周年イベントの

中で、よろず相談というような職業奉仕委員会が窓口を設けましたが、幹

事より相談者が無くて残念だったというご報告をいただきましたが、正直

なところ相談者が無くて良かったなとホッとした気持ちがありました。また、

奉仕活動の中で、よくロータリーを一本の木で例えれば、職業奉仕という

のは根の部分といわれております。幹の部分はクラブ奉仕、花・実が国
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際奉仕、米山、社会奉仕、財団となっておりますが、先ほどらいの報告の中に、立派な花を咲かせたとい

うようなことで、根っこの部分は、非常に見えないところでありますが、皆さんの職業奉仕がいかにうまくい

っているかということは、私も確信しております。後半は、職場見学会を開催したいと思っております。いま

計画を立てておりますので、その時にはご協力お願い致します。 

社会奉仕委員会 （島田 勝委

生の受入、スケジュール等の企画 

５. 

よう」とい

員） 

１. １０月２９日、前年度に続き水海道グランドゴルフ大会を開催しました。

また、白井会員が前年度の経験を活かして中心的な役割を果たして

頂き準備、運営に努めてくださいました。参加総数概ね１５０人、クラブ

からは４会員が出席、参加をしました。天候にも恵まれて成功裡に終

了しました。 

２. １０月３1日～１１月３日、ロータリー１００周年を記念し、広く地域社会に

ＰＲということでクラブ会員総力の下に、ネパールの子供たちの絵画展、

水海道ＲＣ４２年の歩みのパネル展示、また、新聞折込によるロータリー活動のＰＲに努めました。 

３. 募金運動への協力・・・・赤い羽根募金を社会福祉協議会へ 

４. 後期の事業計画については、来年６月に谷和原村グランドゴルフ大会を開催します。また、国道２９４

バイパス沿い、水海道～石下間に以前寄贈された交通安全塔が老朽化し、大きく破損していますの

でこの修復を考えています。また他の同じ寄贈物について再点検したいと思っています。 

国際奉仕委員会 （染谷秀雄委員長） 

国際奉仕委員会では、昨年度まで行われてきた事業を継続し、ツウンバロ

ータリークラブへ３名の交換学生を派遣し、また、新たに１００周年事業とし

てネパールの子供たちの絵画展を企画、実行いたしました。 

１. 国際奉仕研究会への参加 

２. ８月６日より８月１９日までの期間、ツウンバロータリークラブへ交換学生

を派遣 

３. １００周年記念事業として、ネパールの子供と地域の子供たちの絵画展

を企画実行 

４. ツウンバロータリークラブより派遣される交換学

国際、親睦委員会合同新年会の企画 

米山奨学会 （五木田利明委員長） 

７月の研究会において「みんなで考え

うパンフレットを配布させて頂き、自分なりに理

解しながら寄付集めをしなくてはいけないという

ことになりました。合計で１１７万円くらいの寄付

を頂きました。有難うございました。米山特別寄

付は、今回は全員の方に声をかけさせて頂きま

して、結果として沢山の寄付を頂きました。諸先

輩、功労者になっている方からもたくさん頂くことが出来ました。これも米山奨学会を深くご理解頂いてい

る事と本当に良かったと思っております。もう一つの会長方針にあがっておりました、米山記念館の訪問

につきましても実施することが出来ました。皆様のご協力のお蔭をもちまして無事終了することが出来、本

当に良かったと思っております。残念なのは、参加人数が１１名だったということですが、行ってみましたら

是非皆様に訪れて頂きたいと思うようなところです。後半は、小島カウンセラーのご協力を得ながら、奨学

生の蔡さんとの交流を深める場と時間がとれればと思っております。 
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広報委員会 （古谷栄一委員長） 

そ達成していると思っております。特に、水海道ロータリー２０００回例

員会 （染谷正美委員長） 

ム委員会は、ロータリーの月間テーマをメーンに各委員長さん方

で

席 報 告 （角田雅宣委員長） 

出席率 ．００％

本年の目標に掲げたことは、おおよ

会が椿山荘で開かれ、鈴木会長のメッセージと写真がガバナー月信Ｎｏ３に載せて頂きました。後期も会

員皆様方のいろいろな情報を頂き広報活動に活かしていきたいと思っておりますので、宜しくお願い申し

あげます。 

プログラム委

プログラ

のご協力を頂いて、各委員会の活動や研究会報告など卓話を頂き例会

を重ねてきました。会員卓話として、会員の皆様にご協力を頂き、外部卓

話としては、水海道市長さんの「水海道、伊奈、谷和原の合併について」

さらに、ガールスカウトの庭川団委員長さん、そして地区役員の方々をお

招きして実施いたしました。後期につきましては、外部卓話を多く取り入

れて、そして会員の皆様にご協力頂きながら例会の内容を企画、運営し

宜しくお願い致します。 

 

て進めていきたいと思いますの

出

 １００  

コニコボックス （青木正弘委員長） 

もどうぞ宜しくお願いします。  鈴木（豊）会員 

二高の学生と

会を行います。子供たちがサッカーを楽しめる一日

りました。  角田会員 

す。  染谷（秀）会員 

。  田上会員 

した。後期も宜しくお願い致します。  小島会員 

鯉沼・海老原・染谷（昭）  各会員 

５０,０００ 累 計 ￥１,３５５,０００

 

ニ

・誕生祝御礼 ≪会員≫海老原会員 

・半年間大変お世話になりました。来年

・本年はいろいろお世話になりました。来年も宜しくお願いします。  大串会員 

・１７日から３泊で一年交換留学生と九州に行ってきました。１月４日～１２日まで日立一高、

バンコクにホームステイに行ってきます。 瀬戸会員 

・明日、水海道小学校をお借りし、少年団サッカー大

になるよう運営に当たりたいと思います。  穂戸田会員 

・忘年会のご利用有難うございました。本年もお世話にな

・一年間お世話になりました。  島田・白井 各会員 

・今年もお世話になりました。来年もよろしくお願いしま

・先週欠席すみません。一年間お世話になりました。来年も宜しくお願いします

・前期お世話になりました。  染谷（正）会員 

・前期、情報委員会に協力下さり有難うございま

・今年はお世話になりました。来年も元気で会いましょう。  青木（正）会員 

・今年もお世話になりました。良いお年を！  登坂会員 

・今年もお世話になりました。  和久事務局 

・その他  横山会員 

・例会欠席しました。  

入金計 ￥  

会報委員会   委員長 斎藤広巳 長 大塚

欠席者数 賜 暇 メーク 会員総数 出席者数 

５０名 ３４名 １６名 １名 １５名 

   副委員 令昌 
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