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『原点に戻ろう！ 

そしてさらなる飛躍を！！』 

               8 月の会長ポイントメッセージ 
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例会報告 No.1999 7 月 21 日（水）晴れ  （司会 染谷正美委員長） 

 

本例会でのおもな事項        

   ＊会長挨拶     ＊2004-05 年度事業計画発表 

                              各委員会委員長 

大貫茂徳会員挨拶 

7 月 22 日付けで、古河支店長兼古河法人部長ということで任命を受

けまして、来週月曜日から着任することになりました。2 年間水海道の

支店長を務め、ロータリーにおきましても皆さんのご助力で無事会計

職を務める事が出来ました。振り返りますと、水海道の印象としまして

は、非常に人情味の厚い人達が多いなという感じが致しました。2年と

いう短い間で去っていくというのは、後ろ髪が惹かれる思いが致しま

すが、古河に行っても頑張りますので、引き続き宜しくお願いします。 

2 年間有難うございました。 

表 彰 

マルチプル・ポール・ハリス・フェロー 

山崎 善市会員 

 

 

 

 

 

諸 報 告 

2000 回例会企画委員会 （青木清人委員長） 

7 月 31 日（土） 午後 1時 30 分 白井石油さん前集合です。 

ゴルフ同好会 （青木正弘会員） 

水海道ゴルフクラブが 40 周年を迎えます。9 月 28 日、29 日、30 日の 3 日間、一人 1 万円でプレーさせ

ていただけます。水海道ＲＣでは、9 月 28 日（火）7 組限定でコンペを開催いたします。詳細につきまして

は、次回の例会でお知らせします。 

幹 事 報 告  （大串  卓幹事） 

週 報 受 理    なし 

例会変更通知受理   なし 

8 月 18 日（水）は、休会となります。 

会 長 挨 拶 （鈴木  豊会長） 

皆さん、こんにちは。今日は土用のうしの日で、一年のうちで一番暑い日だということです。今月も早いも

ので残り 10 日となってまいりました。暑い日が続いていますので、お体には充分気をつけて下さい。 

7 月は、識字率向上月間です。全世界で 20 億人を超える人々が読み書きが出来ず、有意義な仕事に就

く基礎的な技術を習得できないでいますが、ロータリーの識字率向上運動で大きな成果を上げていると

いう報告を受けています。水海道ＲＣは、ＷＣＳを通して識字率向上に参加していきたいと思っています。

また、当クラブの今月の強調事項は、2000 回例会の実施であります。多くの参加を希望します。 

水海道の夏祭りが、17 日、18 日の 2 日間に亘り行われました。しかし、水海道市の合併問題で、市長は

永く続けるといっていますが、本当に今のままで続けられるのだろうか。一抹の淋しさを味わっております。



この良き伝統は残しておきたいと思います。 

ここで、質問させてください。今年の私のテーマは「原点に戻ろう」ということで、ロータリーとは何でしょう

か？・・・・・・・・答えは、ロータリアンの数だけあるかもしれません。しかし、眺めているだけでは、何も動い

てくれません。ロータリーを動かす原動力は？アメリカ合衆国第 35 代大統領、ケネディーが言ったかわか

りませんが、『国が自分のために何をやってくれるかではなくて、自分が国のために何が出来るだろうか』

と唱えられました。ロータリーが何かをしてくれるだろうではなくて、個人個人がロータリークラブに対して

何が出来るか、クラブは地区に対して、地区は世界に対して何が出来るだろうか。この考え方を変えてい

きますと、ロータリークラブの中に自分の占める位置というのが見つかり、それが退会防止なるのではない

でしょうか。とにかく、楽しくやっていきたいと思います。 

2004-2005年度事業計画発表 
ＣＩＣＯ委員会 （瀬戸隆海委員長） 
北村年度に立ち上げた委員会で、ロータリーにおけるインターネット活用と

いうことで、ロータリー間の連絡のデジタル化が、いよいよ本格的に今年度

より、地区から各クラブに対する連絡事項が全て、インターネットでメールで

行われるようになりました。一部の委員長様方にはＦＡＸで流させていただ

いておりますのでお気づきと思います。どちらかといえば、クラブ幹事の右

腕になるような委員会かなと思っております。クラブ内におけるインターネッ

トの活用ということで、まだインターネットに「う～ん」と言う方には個人レッスンをしながら、インターネットの

おります。 活用を広めていけたらと思って

出席委員会 （角田雅宣委員長） 
本来の主旨である 100％例会出席に限りなく近づく努力を行う。 

そのために 

1. 恒常的欠席者数名に対し個別訪問を行い、ロータリークラブ会員の本
来の一番重要である例会出席への回帰に努力する。 

2. 鈴木会長より提案のある、100％実質出席例会日を持つ事に関しては
意見を聴取し実現可能な要領について委員会にて論議し会長、幹事

の策定を考えたい。 

大変困難な命題と思うが、広く

のご意見を伺った上で実施日

クラブ会報委員会 （斎藤広巳委員長） 

じ正確な記録、保存、確実な情

すると共に、

2. 卓話、各委員会の活動

3. 情報を掲載し、ロータリーの理解を

当委員会は、クラブ週報の編集、発行を通

報伝達、会員相互の親睦に役立てて行きたいと思います。 

1. 記録・・・・週報を発行する事で、正確な例会を記録し保存
欠席会員に対し各種伝達を図るようにする。 

親睦・・・・新会員の紹介、会員投稿記事、会員

内容などを掲載し、会員相互の理解親睦を深めるようにする。 

情報伝達・・・・Ｒ情報委員会と連絡をとり、国債ロータリー、地区の

深めるための一助となるよう努める。 

雑誌

を図るため、記事の紹介並びに投稿へ

2. 海道市役所、水海道市立図書館、水海道第一高

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
の参加を勧める。 

ロータリーの友を、水

等学校、水海道第二高等学校への配布を行いロータリー活動の理解

を深める。 



広報 村仁寿副委員長） 

認識・支援を得ることと思います。そのために 

の提供をする。 

りたいと思います。 

委員会 （松

当委員会の目的は、クラブへの理解・

1. 各委員会のプログラムを地域社会に広報するため、市報や各種報道機関に情報
2. ロータリーの友、クラブ週報等を市立図書館、一高、二高へ配布を継続する。 
3. 当クラブの事業を写真に一筆をそえて、ガバナー事務所に送付し広報活動を計

ロータリー財団委員会 （松村仁寿委員長） 

タリー財団の使命は国際レベルロー の人道的、教育的、文化的プログラム

、国際ロータリーの事業を支

2. 世界社会奉仕（ＷＣＳ）プ
（フィリピン、また新しい国のプロジェクト立案） 

4. 

を通して、世界理解と平和を達成しようとする

援する事を目的としております。これらを念頭に置き、財団の目的等を会員

の皆様方にご理解頂き、ご協力を賜りたいと存じます。 

1. ロータリー財団の情報を会員に提供し、理解とプログラムへの積極的
な参加をお願いする。 

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。

3. クラブ募金目標金額一人当たり＄130 を達成する。全体で＄10,000 の目標設定。 
ベネファクター、ポールハリスフェロー等の充実を図る。 

5. ポリオプラスにおける更なる前進。 
6. 100 周年記念社会奉仕プロジェクトの推進と成功 
職業奉仕委員会 （皆葉瑞男委員長） 

職業奉仕委員会の使命は、各会員が例会を通じてロータリーの綱領、四つ

らを各職場に持ち帰り最大限に利

び専

いりま

2. 「四つのテスト」を毎月第二週
3. 見学会を実施したいと思います。 

りたいと思います。 

のテスト等を良く理解していただき、それ

用していただき、職業を通して社会に奉仕できるようにする事が職業奉仕委

員会の責務と考え、次のプログラムを実施していきたいと思います。 

1. 職業奉仕月間に卓話を行い、相手のニーズと境遇に対し、正当な考慮
を払い、他人に対しいつも思いやりの心を持てるよう、また、事業及

門職務の道徳的水準を高める事が出来るよう、また、その業務を品位あ

す。 

目の例会に斉唱し自覚を促していきます。 

会員により広くの職業を理解していただくため、職場

らしめられるよう努めてま

4. 当クラブの地域の職場に優良な人がいましたら、その人達を表彰してまい
国際奉仕委員会 （染谷秀雄委員長） 

今年度はツウンバＲＣへ 3 名の学生が派遣される事になりました。今日挨拶

に来る予定でしたが、まだ夏休みに入ってない学生もおりますので、8 月 4

日に出発、8 月 19 日帰国の予定で

絵の交換をしてみたいという

日に見える事になっております。8 月 6

す。ツウンバＲＣからは、来年1月に4名の学生が交換留学生として来日す

る事になっております。ＷＣＳへの協力ということで、募金を継続して行って

いきます。また、米山奨学生が滞在期間中楽しく過ごせるように協力してい

100 周年新事業の実行ということで、水海道の小学校とネパールの小学校と

話がありましたので、企画書を理事会に諮って実行して行きたいと思いま

す。 

 

 

きたいと思います。ロータリー



平成 16年度交換留学生 
①  O・K さん 15歳      
     高校 1年 

HP上、プライバシーの為、イニシャルにしています。 

留学生スケジュール 

②  H・N さん  15歳    
       高校 1年 
③  N・N さん  13歳    
            中学 2年 
  

交換

1.交換留学生オリエンテーション参加 
  日時  7月 15日（木） 場所  糀屋旅館 

3階 

地 07：15着 

：55発   成田 16：45着 
 

所  

出席 ０％

 午後 7時より  
2.ロータリークラブ例会にて出発報告 
  日時  8月 4日（水）  午後 12時 30分より 場所  常陽銀行 

3.交換留学生オーストラリアへ出発 
    8月 6日（金） 成田空港出発 
    JL761便  21：35発   現
4.交換留学生帰国 
    8月 19日（木） 成田空港着 
    JL762便  08
5.ロータリークラブ例会にて帰国報告
日時  8月 25日（水） 午後 12時 30分より 場 常陽銀行 3階
 
出 席 報 告 （角田雅宣委員長） 

率 ７０．０  

ニコニコボックス （青木正弘委員長） 

ました。  飯塚会員 

話になりました。  大貫会員 

豊）会員 

きました。ご協力宜しくお願い致します。 小島会員 

冷やしまし

ス・フェロー表彰）どうも有難うございます。  山崎（善）会員 

いまして有難うございました。  山崎（進）会員 

００ 累 計 ￥２８１,０００ 

会員総数 出席者数 欠席者数 賜 暇 メーク 

５０名 ３４名 １６名 １名 ０名 

末の娘の姓が変わり

人事異動で古河へ行きます。2 年間お世

会長に褒められました。  隅屋会員 

土用のうしの日、猛暑ですが、ロータリー活動に頑張りましょう。  鈴木（

第一回Ｒ情報委員会を開かせていただ

暑い日が続きます。お体大切に。  青木（正）・大串  各会員 

猛暑、酷暑に気をつけましょう。鈴木会長もヒートアップ中です。気をつけましょう。生ビールで

ょう。  青木（清）会員 

宜しく。   島田会員 

（マルチプル・ポールハリ

父の告別式に参列くださ

ツウンバへ行かれる方々宜しくお願い致します。  五木田会員 

例会欠席しました。  石塚・田中  各会員 

入金計 ￥３６,０



 

会報委員会   委員長 斎藤広巳 昌   

 

 

。日

副委員長、

ゴで産声を上げたロータリーが、今年度 100周年を迎えることとなりました。

  副委員長 大塚令 委員 笠原  修 

 

平成 16 年 7 月 31 日（土） 於：椿山荘 

皆さん、こんばんは。米山奨学生の蔡

さんようこそお見えになりました。 
大変お忙しい中、2000 回例会に参加
していただき有難う御座いました

頃のロータリー活動に際しましては、ご

家族の皆様には深いご理解とご協力

を賜り感謝申し上げます。 
また、2000 回例会を企画してくれまし
た、青木企画委員長、熊谷

武藤親睦委員長をはじめ関係委員会

する運びとなったことについて説明させ

ていただきます。1905年、シカ

の皆さま有難う御座いました。 
会員の皆様には耳に「タコ」とは思いますが、2000 回例会を開催

グレン E. エステス シニアＲＩ会長は、奉仕の第二世紀に入るこの年度のテーマを「ロータリーを祝おう」
と全世界に提唱されました。当クラブも、私達の諸先輩が親睦、奉仕の理念の下に 42 年という膨大な時
間をかけて築き上げてこられました例会が今日、2000 回目を迎えます。諸先輩の皆様が素晴らしき良き
伝統を作り上げてこられた、我が水海道ロータリークラブ。たかが 2000 回、通過点かも知れません。しか
しながら、一生に一度しかないこのチャンス、一期一会の精神の元この瞬間に立ち会える喜びを会員とし

て、そのファミリーと共に分かち合いたいと思います。この主旨をご理解いただきたいと思います。そして

いまや水海道クラブに、3年前にも北村ガバナーを輩出し、地区 59 クラブの雄として高い評価を受け、こ
の評価を崩すことなく次年度に引き継ぐ大きな役目があります。どうぞご支援ご協力を重ねてお願いいた

します。 



 



          


