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例会報告 No.1997 7 月 7 日（水）晴れ  （司会 染谷正美委員長） 

本例会でのおもな事項        

   ＊誕生祝           ＊襷の引継 

 ＊会長挨拶                       ＊幹事挨拶 

誕 生 祝  おめでとうございます。 

＜会員＞ 

島田  勝会員  鈴木邦彦会員   

石塚克己会員  五木田利明会員   

北村  仁会員  瀬戸隆海会員 

＜ご夫人＞ 

鈴木（豊）会員  青木（清）会員   

鯉沼会員     北村（陽）会員 

襷 の 引 継  

   

諸 報 告 

瀬戸隆海会員より 

7月 1日より 5日まで、北村ＰＧご夫妻とフィリピン歯科医療奉仕に行って参りました。総勢 34名の参加で

した。 

プログラム委員会 （染谷正美委員長） 

7 月のプログラムをお知らせいたします。 

14 日：事業計画発表 21 日：オーストラリア訪問学生挨拶、新世代奉仕研究会報告 

28 日：振替休会（31 日（土）の 2000 回例会のため） 

幹 事 報 告  （大串  卓幹事） 

本年幹事を務めさせていただきます大串です。幹事という仕事は不馴れで、不得意で色々皆様にご迷惑

をお掛けする事があると思いますが、一年間皆さんのご協力をもって責務を果たしたいと思います。どうぞ

宜しくお願い致します。 

週 報 受 理    龍ヶ崎中央、守谷、石岡 87、牛久、結城、江戸崎、つくばシティ   各ＲＣ 

例会変更通知受理   牛久ＲＣ  7 月 26 日（月） 午後 7 時より 結城家 

江戸崎ＲＣ  7 月 11 日（日） 午後 6時 30 分より 川波美 

石岡 87ＲＣ 7 月 29 日（木） 午後 7 時より 高浜いづみ荘 

7 月 28 日（水）は、振替休会となります。 

会 長 挨 拶 （鈴木  豊会長） 

2004-2005 年度の会長を引き受けさせていただく事になり一言ご挨拶を申し上げます。 

私は、17年前の 4月 6日に入会の許可を得、足を震わせながらスピーチをしたことが昨日のように甦って

きます。然し、月日の経つのは早いもの、もう 17 年も経つのかなと感慨深いものがあります。その間、諸先



輩の暖かなご指導、ご支援を賜り今日に至る事が出来ました。有難うございます。

しかしながら、勉強不足も伴い、ロータリー理念を未だ理解できない未熟者であ

ります。たかがロータリー、されどロータリーと思い知らされている毎日です。この

ように若輩者の私が、今年度会長という大役を仰せつかり、大変な名誉と大きな

責任を同時に引き受け困惑している状態です。42 年間という長き時間をかけ、

親睦と奉仕の理念の下に諸先輩が築き上げてこられたこの良き水海道ＲＣの伝

統を汚すことのないよう微力ながら、全身全霊会長職を務めさせていただきますので、どうか会員皆様方

のより一層のご支援、ご指導を心からお願い申し上げます。それでは、会長方針を申し述べさせていただ

きます。 

今年度のグレンＥ．エステス・シニアＲＩ会長（米国ミシシッピー州生まれ）は、ロータリーの可能性に対す

る認識を高め、新しい挑戦事項に取り組み、それらが達成されるまでやり抜く心構えを持って、奉仕の第二

世紀に入る為にＲＩテーマ 
[ロータリーを祝おう] ＣＥＬＥＢＲＡＴＥ ＲＯＴＡＲＹ 

と、提唱されました。このテーマは、一見理解し易いテーマのように思われますが、私の思うところロータリ

ー年度 1世紀から 2世紀への変革の時代にもう一度原点に立ち、諸先輩、同志の皆様が築き上げられて
来たロータリーの精神を詮索しながら、新たな目標を設定（強調事項 4つ、100周年記念 2大活動 2つ、
100周年記念三大目標 3つ）し、これらのプロジェクトに挑戦、成功を収めて「ロータリーを祝おう」ということ
ではないかと解釈致します。 
また、2820地区の永井靖彦ガバナーもＲＩ会長のメッセージを受けて、ロータリー創立 100周年にあたる

当年度は、ロータリーの第 2世紀に入る重要な節目であり、大きな出発点であります。未来を夢み、奉仕の
理想の実現に向かってロータリーの第 2 世紀に入ろうではありませんか。と述べられ地区ガバナーとして
11の強調事項を挙げられました。 

（1）2世紀目の挑戦事項に立ち向かう為に会員増強の促進を図る 
※49名以下のクラブ 2名、 50名～150名のクラブ 3名 

（2）地区ロータリー家族委員会を設置、退会防止でクラブの充実を図る 
（3）ロータリー財団への年次寄付及びプログラムへの参加促進 

※年次寄付 1人当たり 130 ドルの達成 
（4）ポリオプラスにおける更なる前進 
（5）100周年記念社会奉仕プロジェクトの推進と成功 
（6）双子クラブ・プログラムへの参加による国際的な親善と絆の強化 
（7）ロータリー100周年記念事業の企画推進 
（8）世界社会奉仕（ＷＣＳ）プロジェクトの推進 
（9）米山記念奨学会への支援（特別寄付他） 
（10）ＩＴ活用による地区のネットワーク化の促進 
（11）2004-2005年度会長賞の理解と参加促進 

当クラブも、ＲＩ会長、永井ガバナーの方針に沿って、クラブ運営を展開して行きたいと思います。 
ロータリー創立 100 周年にあたる今年度、当クラブも 42 年目を迎えるにあたり、諸先輩が築き上げられ

た実績を検証し、原点に立ち帰り、そして新しい目標に挑戦すべき次のテーマ 
『原点に戻ろう！そしてさらなる飛躍を！！』 

を挙げさせていただきました。 
親睦・奉仕の理念の下に、内には活力ある楽しい例会開催と共に出席率を高め、会員相互の親睦を深め

ながらチームワークを大切に進めてまいります。外には、時代に合致した事業、地域社会のニーズに合っ



た行動、そして地域と共に融和と共生を唱え、バランスのとれた奉仕活動に挑戦していきたいと思っており

ます。 
ここで、ＲＩ・地区の強調事項を包括しながら、今年度クラブ目標を次のように掲載させていただきます。 

① 会員増強の促進と退会防止でクラブの充実化 
例年のごとく最重要テーマであり、クラブ目標値として純増 3名以上を目指していただきます。 

② 2000回例会を祝おう 
42 年目に到達した 2000 回をロータリーファミリーと共にＲＩテーマに沿って祝っていただきます。 
（プロジェクトの推進） 

③ ロータリー財団への支援 
クラブ目標値は、1人 130 ドル、全体で 10,000 ドルの目標設定。協力お願いします。 

④ 100周年社会奉仕プロジェクトの推進 
地域社会と共に、地域に合った事業の展開を推進し、地域活性化を促す。（ライオンズクラブ、

青年会議所その他諸団体とプロジェクトを組み、融和と共生を育成する。例えば、千姫サミット、

地域に共存する国際人との交流、地域活性化の為の人的援助、ＲＣのＰＲ等） 
⑤ 世界社会奉仕（ＷＣＳ）プロジェクトの推進 

ワンコイン寄付を継続事業として、その基金を有効利用させていただきます。（フィリピン、また

新しい国とのプロジェクト立案） 
⑥ ＲＩ会長賞に挑戦 

上記項目①③④⑤は、ＲＩ会長賞の項目であり、活力あるクラブとなるため挑戦をし、実現したい

と思います。 
以上が、クラブの目標ではありますが、各委員会には、ワンポイントメッセージとして別紙で目標設定をさ

せていただきました。 
それぞれの目標を会員皆様方が一丸となって企画、立案、協議・検討そして、実践して頂ければ活力ある

クラブ、魅力あるクラブに到達出来るものと確信しております。そして、最終的に、ＲＩテーマ ロータリーを心

からお祝いしようではありませんか。 
2004-2005年度      ＜ワンポイントメッセージ＞ 
クラブ奉仕（1）委員会 

（副会長） 
1．2000回例会の立案、実施。 
2．魅力あるクラブ運営にするため、2回以上の委員会開催。 

副幹事 
1．2000回例会への補佐。 
2．会計業務（幹事への協力） 

職業分類委員会 
会員増強、選考委員会と密なる連携（2004 年 6 月にＲＩ規定審議会がありま
す。） 

会員選考委員会 
会員増強、職業分類委員会と密なる連携（2004年6月にＲＩ規定審議会があり
ます。） 

ロータリーファミリー 
会員増強委員会 

純増 3名以上を目指し、ＲＩ会長賞に挑戦。 
（2005年 4月 1日までに達成） 

ロータリー情報委員会 
新入会員、先輩会員の情報集会をそれぞれ行っていただく。 
（歴史、ロータリーの理念、活性化、質の向上、会員増強、退会防止等） 

ＣＩＣＯ委員会 ＩＴ活用によるクラブ内外のネットワーク化の促進。 

クラブ奉仕（2）委員会 
1．2000回例会への補佐。 
2．クラブ運営に関して、全体のコンセンサスが取れるようお願いします。 



出席委員会 
1．100％実質出席例会の実施。 
2．長期欠席者へのアプローチ。 

クラブ会報委員会 
1．週報内部充実。 
2．クラブ歴史、記録の充実。 

親睦活動委員会 
親睦は、クラブ内の重要テーマである、要であります。創意工夫をお願いしま

す。 
雑誌委員会 ザ・ロータリアン、ロータリーの友のクラブ内浸透を図るための創意工夫。 
プログラム委員会 アンケートの実施。（内外卓話者の発掘） 

広報委員会 
1．クラブの対外へのＰＲ。       （カメラ必携） 
2．ロータリーの友への掲載努力。 

ＳＡＡ委員会 ニコニコボックス金額 200万円達成目標！！ 
職業奉仕委員会 職場見学（創意工夫）と優秀職場、個人の表彰 

社会奉仕委員会 
ロータリー100周年記念プロジェクトのーを立ち上げ、社会奉仕活動の実施。 
ＲＩ会長賞に挑戦 

新世代奉仕委員会 
社会奉仕委員会プロジェクトの全面協力と、ライラセミナー参加（ボーイスカウ

ト、ガールスカウト） 

国際奉仕委員会 
1．ツウンバＲＣとの派遣、受入 
2．ＷＣＳの実践 （ワンコイン運動の活用） ＲＩ会長賞に挑戦 

ロータリー財団委員会 1人 130 ドルの募金（クラブ目標 1万ドル） ＲＩ会長賞に挑戦 

米山奨学会委員会 
1．米山功労クラブ賞を目指して頂く。（米山記念館見学） 
2．米山奨学生のお世話（カウンセラーは小島富雄会員） 

副会長挨拶 （青木清人副会長） 

一年間宜しくお願いします。副会長としての初めての仕事で 2000 回例会のＰＲをします。7 月 31 日（土）

ご家族お誘いあわせの上ご出席下さいます様お願いします。 

13：30 白井石油さん前よりバスで出発（隅田川花火大会と日程が重なったため早目の出発となります） 

音羽で鳩山邸の見学、聖カテドラル教会を見学したいと思います。その後、椿山荘の 2 万坪の庭園を散

策していただけたらと思います。18：15 より例会、終了後納涼の夕べとなり、アトラクションにマジックを用

意しています。食事も満足いただけると思います。鈴木会長年度の大きなイベントですので、是非成功さ

せたいと思います。宜しくお願いします。 

副幹事挨拶 （熊谷 昇副幹事） 

本年度、副幹事を拝命いたしました熊谷でございます。一年間宜しくお願いします。私も副幹事という大

役を拝命するとは思ってなかったんですが、鈴木・大串年度にお手伝いができると言う事では、大変嬉し

く思っております。この一年間しっかりと勉強させていただきたいと思います。今、この 7月に世界のロータ

リーが同じように年度替りで新しいスタートを切っているんだなと思うと、改めてロータリーの活動をもう一

度原点に返って勉強したいなと思っております。皆様のご協力で支えていただきたいなと思っております

ので、宜しくお願いします。 

 

出 席 報 告 （角田雅宣委員長） 

会員総数 出席者数 欠席者数 賜 暇 メーク 

４９名 ４１名 ８名 １名 ７名 

出席率 １００．００％ 



ニコニコボックス （青木正弘委員長） 

誕生祝御礼 ＜会員＞石塚（克）・北村（仁）・島田・鈴木（邦）・瀬戸・五木田  各会員 

＜ご夫人＞青木（清）・鯉沼・鈴木（豊）・北村（陽）  各会員 

・今年度も宜しく。 登坂・石塚（克）・大串・小島・染谷（秀）・白井・古谷・武藤・島田・草間・田上・ 

青木（全）・松坂・山野井  各会員 

・ＳＡＡ委員会宜しくお願いします。  青木（正）会員 

・島田さん、秋田さん一年間ご苦労様でした。昨年同様今年もどうぞご指導ご支援を宜しくお願い致しま

す。  鈴木（豊）会員 

・地区Ｒ財団総括委員長に任ぜられました。皆様のご支援ご協力をお願い致します。無事フィリピンより歯

科医療奉仕より帰ってきました。  北村（仁）会員 

・島田前会長、秋田前幹事ご苦労様でした。新会長・幹事おめでとうございます。  長塚会員 

・職業分類委員会宜しく！！  中川会員 

・ＣＩＣＯ委員会宜しく。  瀬戸会員 

・鈴木会長のもと一年間勉強させていただきます。また、7月 31日（土）2000回例会家族お誘いの上ご参

加のほどお願いします。  青木（清）会員 

・社会奉仕委員会宜しくお願いします。 秋田会員 

・鈴木年度のご成功を祈り、また職業奉仕委員会を宜しく。  皆葉会員 

・鈴木・大串年度ガンバレまたＲ財団宜しくお願い致します。  松村会員 

・プログラム委員会をよろしくお願いします。 染谷（正）会員 

・今年も宜しくお願いします。鈴木・大串体制が仲良く続きますように！七夕の短冊に祈りをこめて書いて

みました。  熊谷会員 

・会報委員会宜しく！！  斎藤会員 

・皆様の積極的な出席のご協力お願いします。  角田会員 

・先輩がんばれ。  海老原会員 

・雑誌委員会を一年間宜しくお願い致します。  鯉沼会員 

・米山、本年も宜しく！ 五木田会員 

・先日の葬儀いろいろ有難うございました。  横山会員 

入金計 ￥２００,０００ 累 計 ￥２００,０００ 

 

会報委員会   委員長 斎藤広巳   副委員長 大塚令昌   委員 笠原  修 

 

 

新年度理事・役員の皆さん 


