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        鈴木・大串年度テーマ 

『原点に戻ろう！ 

そしてさらなる飛躍を！！』 

               12 月の会長ポイントメッセージ 

               ロータリーの基本は家族の愛と協力から！！ 
2004-05年度 国際ロータリー会長               
   グレン E. エステス・シニア                   
                                     12 月は家族月間です 

NO. 2 0 1 9               

例会 2004 年 12 月 22 日（水）         

 

本日のプログラム        

点 鐘           

ロータリーソング  

ビジター紹介       

出席報告        

SAA 報 告            

諸 報 告 

幹事報告 

会長挨拶 

前期事業報告 

    各委員会委員長 

≪次回 1 月 12 日(水) 予告≫         

新年会長挨拶                      １２月１１日に行われました忘年会でのフルートの演奏 

ツウンバ交換学生挨拶 

 

2 0 0 4～ 2 0 0 5 年 度    会 長 鈴 木   豊     幹 事 大 串   卓 

≪例 会 場 ・ 例 会 日≫        ≪事 務 所≫ 

〒303-0023 茨城県水海道市宝町 2790   〒303-0023 茨城県水海道市宝町 3386 

常陽銀行水海道支店内 3F            釜久ビル 3F 

毎週 水曜日 12:30～13:30  ☎ 0297-22-1251   ℡0297-30-0875    Fax0297-30-0876 

E-mail   mitsu-rc@lapis.plala.or.jp

URL  http://kinuyou.com/rc/
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例会報告 No.2018 12 月 15 日（水）くもり  （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                  

  おめでとうございます。      

会  員  白井 豊会員 秋田政夫会員 

 

彰  

ール・ハリス・フェロー  米山功労者 

       各委員会委員長 

誕 生 祝

 

☆

☆配偶者  瀬戸会員（１１月）  

大塚会員 武藤会員（１２月） 

 

 

表

ポール・ハリス・フェロー マルチプル・ポ

             

松崎 隆詞会員    山崎 進朗会員 瀬戸 隆海会員 

報 告 

   

 

諸

親睦活動委員会 （武藤康之委員長） 

先日の忘年会たくさんのご参加有難うございました。また、委員会委員長賞ご協力有難うございました。 

国際奉仕委員会 （染谷秀雄委員長） 

オーストラリア、ツウンバＲＣからの交換学生５名のプロフィール回覧いたします。ホストファミリーを引き受

事 報 告  （大串  卓幹事） 

水戸東、竜ヶ崎、取手、藤代、牛久、石岡８７ 各ＲＣ 

  

 竜ヶ ド東雲 

 藤代

日（月） 休会 

 牛久

時より レストラン清澄 

けてくださる方がいらっしゃいましたら、本日例会終了後、染谷までお願いします。 

 

幹

週 報 受 理    水戸、水戸西、

例会変更通知受理   取手ＲＣ １２月２３日（木）・１２月３０日（木） 休会 

      １月６日（木）午後６時より 新六亭 

    崎ＲＣ  １２月２２日（水）午後６時より グラン

         １月１１日（火）午後６時より 松泉閣 

    ＲＣ   １２月２０日（月） 成田市日航ホテル 

        １２月２７日（月）・１月３日（月）・１月１０

    ＲＣ   １２月２６日（日）午後７時より グラント東雲 

        １月３日（月）休会 

１月１７日（月）午後７
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     江戸崎ＲＣ 

会は休会となります。 

の報告をさせて頂きます。 

日以内に文書でお願いします。 

、瀬戸隆海会員、鈴木 豊会員 

以上、理事会にて承認されました。 

 

２月４日～５日、米山梅吉記念館に１１名の参加を頂きまして見学してまいりました。 

で生まれ、父親は和田竹造で侍の出であります。（江戸が東京と改まっ

明治５年 。（幼い時から神童といわれた英才

明治１２年 米山家から養子にと望まれた。（米山家は４００年も続いた旧家、名主の家

明治１６年 京へ行って、石にかじりついても勉強したい。（三日がかりで東京へ出て行き

明治１９年 京英和学校に入学。 

男子で、歌舞伎俳優の先代幸四郎と間違えられた） 

さんと結婚。「勝海舟、福沢諭吉と交友」 

ル・ハリスが、シカゴでロータリークラブ

明治４２年 日本の経済界の代表者の一人と見なされる。 

。 

まで 

上）を寄付し「三井報恩会」を

生涯を通じ、国際奉仕、社会奉仕の道を貫き通し、７８歳で亡くなっている。 

た。それが米山記念奨学会

、利他の心、奉仕の精神で、少なからず社会に貢献した

１２月２３日（木）・１２月３０日（木） 休会 

     石岡８７ＲＣ １２月３０日（木） 休会 

１月のロータリーレート＝１０２円 

１２月２９日（水）・１月５日（水）の例

会 長 挨 拶 （鈴木  豊会長） 

こんにちは。 

１２月の理事会

・平成１７年３月より、１年交換学生受入 

・新会員 白沢光二様 異議のある方は７

・新年会 １月１９日（水）満月 

・地区委員推薦 秋田政夫会員

１

≪米山梅吉先生の生い立ち≫ 

明治元年 東京芝田村町

た記念すべき年です）母は、神主さんの娘です。 

 ５歳の時、父が死亡。母の郷里、三島に移り住む

であった） 

１２歳の時、

である） 

黙って東

ました） 

青山の東

明治２０年 渡米。正式に米山家に入籍。（美

明治２８年 帰国。 

明治２９年 米山春子

明治３０年 財界の井上 馨氏の推薦で、三井銀行入行。 

明治３８年 三井銀行横浜支店長（明治元年生まれのポー

を作った年） 

常務取締役。

大正３年  ４７歳の働き盛りで「新隠居論」の考えを発表。 

大正９年  ５３歳の時、日本にロータリークラブを作り、会長

大正１３年 日本で始めて三井信託（現）の社長。 ～昭和９年

昭和９年  三井家が、当時のお金３千万円（今のお金で百億円以

作って、理事長となる。 

生前、青山学院生や東南アジアの留学生に、留学費を出して助けておりまし

となる。多方面に亘り、教育の場、病院関係（らい患者、ガン、結核等）、福祉関係、農村振興関係、学術

研究、実験助成の援助を惜しみなく行った。 

私達も、仕事、事業等が成功したあかつきには

いものだと思いました。 
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前期事業報告 

クラブ奉仕１委員会 （青木清人委員長） 

針でありました２０００回例会を開催させて頂きました。会長方

爾委員長） 

告書に報告したとおりです。職業分類委員会は、５名くらい委員

） 

発表されま

ータリーファミリー会員増強委員会 （松坂興一委員長） 

ことを掲げておりました。年度に入りまして３名

７月３１日に会長方

針は親睦と奉仕で、奉仕の前に親睦があるということでしたので、親睦を通じて

メンバーの縦・横の繋がりが出来たのではないかと思います。今までにクラブ奉

仕１の委員会を２回開催する予定でしたが、前期に開催することが出来ません

でしたが、後期になりましたらすぐにクラブ奉仕１委員会を開催したいと思いま

す。ロータリーのあり方等色々ご意見を賜りたいと思います。 

 

職業分類委員会 （中川莞

公式訪問報

会を通ったと思いますが、その中で３名、今日１名理事会を通って４名。他クラ

ブを見ますと、４名増えて５名退会という状態が続いているそうです。ですから

水海道の場合は、現在３名増えて２名退会ということで、他クラブより良い状態

で推移しているのかなと思います。 

 

 

会員選考委員会 （長塚 暁委員長

前期におきましては、先日入会しました穂戸田会員と今日会長から

した白沢さん、２名委員会へまわってまいりました。公式訪問報告書に載せてお

きましたように、５つの基準をクリアされているという判断で理事会へ戻しました。

会員増強、職業分類、両委員会と横の連絡を取りながら、後期におきましてもあ

と２、３名の新入会員があがってくればなというふうに思っております。会員増強

委員長さんよりも発表があるかとは思いますが、会員を推薦する場合、推薦基

、それを参考にしながら全ての事をクリアしてから本人に話すということにしてもら

えればと思います。 

 

準というのがありますから

ロ

今年度の目標は純増３名という

の入会、今日発表がありましたが、もう１名ということで、４名の新入会員が得

られることになろうかと思います。しかしながら、一方では２名の退会がござい

ました。従いまして、今日発表になりました白沢さんが入会されれば２名の増

ということになります。私ども委員会にあがってきて検討しましたのは、他に２

名ございましたが、諸般の事情と申しますか、入会には結びつかず大変残念

に思っております。然しながら、あと半年ございますので、皆様方にご協力し

掲げた純増３名の新入会員を確保できればと思っております。ただ今、選考

の委員長よりもお話がありましたが、入会までの一つの手続きがありますから、それを適切に踏んでいた

だくということは大事になろうかと思います。しかしながら、それに逡巡するあまり新しい会員の確保が難し

くなるということもございますので、そこは緻密でありながら、且つ大胆、積極的にご推薦を頂きたいとこの

ように思っております。前半は比較的いいペースでいったというふうに考えております。どうぞ後半も皆様

宜しくご協力をお願い申しあげます。 

 

ていただいて、さらに最初に
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ロータリー情報委員会 （小島富雄委員長） 

ワンポイトメッセージに従って、出発してみたわけですが、や

良

ＩＣＯ委員会 （瀬戸隆海委員長） 

らの連絡事項がすべてＣＩＣＯ経由で参っているということでして、私

お

世代奉仕委員会 （根本恒夫委員長） 

イントメッセージに沿って、運営をさせていただいております。

い

ータリー財団委員会 （松村仁寿委員長） 

のお蔭で何もいうことはありませんが、皆様から頂いていま

会長の方針通り

ってみると本音と建前はいくらか食い違っていると、このように感じております。

いずれに致しましても、４つの目標を掲げさせていただいたわけですが、そ

の１つとして新入会員と先輩会員との情報会、前期１回開催するということで

すが、これも皆様のご協力によりまして、入会のしおりを作成させていただき

ました。そのしおりに基づきまして、９月２１日、第一回の新会員、３年未満の

方９名、情報委員会のみなさん、ＰＧを始め関係者の人たち、総勢２１名参

い勉強会だったと思っております。また、２・３・４とありますが、後期随時皆

様のご協力を頂きながら、やっていきたいなと思っております。最後になりますが、会長さんから先ほど紹

介ありました米山記念館見学も、情報委員会代表して参加させていただきました。米山の委員長さんと情

報委員会と勉強させていただいて、米山についても良い情報を後期出来ないかなと思っております。今

後も皆様のご協力をいただいて頑張っていきたいと思います。 

 

加していただきました。大変

Ｃ

地区か

も毎日のようにインターネットを確認しながら、幹事と会長にご連絡させてい

ただいております。今のところは滞りないと思っております。当委員会で、パ

ソコン教室を生涯学習センターでやろうかと思っていましたが、断られまして、

ポリテクセンターの方で貸していただけるというようなので、来年やってみた

いなと思っております。是非とも皆さんかそれぞれＨＰ、メールなどが見られ

ります。 

 

るようになるといいなと思って

新

会長のワンポ

委員会といたしまして、１つは恒例であります、水海道・谷和原のボーイスカ

ウト、ガールスカウトの支援をさせて頂きました。１つはライラ・セミナーの参

加。１０月１５日～１７日まで開催され、参加者が５４名。水海道ＲＣといたしま

しても１名の方が参加しております。１０月１６日の講演では、午前中「国の大

切さ」、午後より水海道元三大師の住職であります、松永さんより講演を頂き

たしまして、ローターアクトの現状の話をしていただきました。１００周年記念

事業に関しましては、企画に対する参加をさせて頂きました。 

 

ました。１０月２７日に卓話と

ロ

皆さんのご協力

すワンコイン、今現在で２８５,０００円集まりました。先日１００周年事業で、ネ

パールの絵画展に２５万円使わせて頂きました。ベネファクターが２名、ポー

ル・ハリス・フェローが５名という、皆様のご協力本当に有難うございました。

クラブ目標１万ドルも１５,２００ドル。一人当たり３０４ドル、日本円で１,６４１,８

８０円。皆様の暖かい気持ちで頂きました。後期もありますので宜しくお願い

 

致します。 
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出 席 報 告 （横山  修委員） 

出席率 ．００％

会員総数 出席者数 

 １００  

コニコボックス （青木正弘委員長） 

員 ≪配偶者≫瀬戸・大塚・武藤 各会員 

隅屋会員 

ご協力有難うございました。 青木（正）会員 

員 

なり」とは。  熊谷会員 

  関根会員 

た。  横山会員 

めました。  染谷（正）会員 

す。写真有難うございます。 青木（清）会員 

苦労様でした。 

 ￥７２,０００ 累 計 ￥１,３０５,０００

 

ニ

・誕生祝御礼 ≪会員≫白井・秋田 各会

・米山功労賞頂きました。  田上会員 

・忘年会、１等賞をお祝いされました。  

・隅屋さんに褒められました。  石塚（克）会員 

・第３回マルチプル頂きました。忘年会ニコニコに

・一連のロータリー行事でお世話になりました。  石塚（克）会員 

・忘年会お世話になりました。  島田・根本  各会員 

・忘年会、多数のご出席有難うございました。  武藤会

・忘年会有難うございました。写真も頂きました。「忘年金欠

・例会欠席しました。  小島・大塚・白井  各会員 

・忘年会欠席しました。  五木田・渡辺  各会員 

・忘年会の後、水海道の夜を堪能させて頂きました。

・忘年会楽しかったです。  松村会員 

・先日の忘年会、幹事さんご苦労様でし

・忘年会ご苦労様でした。親睦委員会のお蔭で、お酒が飲

・お久しぶりです。  山崎（進）会員 

・米山記念館研修旅行、楽しかったで

・忘年会、無事終了しました。武藤親睦委員長始め、委員の皆様そしてＳＡＡさん、ご

                                                 鈴木（豊）会員 

・親睦委員会、忘年会ご苦労様でした。  大串会員 

入金計  

 

会報委員会   委員長 斎藤広巳   副委員長 大塚令昌 

 

年会のスナップ写真 忘

 

スペースの都合で沢山載せられなくてごめんなさい。 

欠席者数 賜 暇 メーク 

５０名 ３９名 １１名 １名 １１名 
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