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VOL. ４３  No.２５ （通算Ｎｏ．２０６５） 

                   

                            

2006 年 1 月 18 日（水）例会プログラム  
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 

新年会                                                       

   於：一久苑                       茨城県議会議員 長谷川典子様 

                                  

2005～2006 年度      会長 青 木  清 人        幹事 熊 谷  昇 

創立 １９６３年９月２５日 

≪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 Ｖｏｌ 43 Ｎｏ.２４（No.2064）１月１１日（水）晴れ（司会 武藤康之委員長） 

本例会でのおもな事項        

   ＊会長挨拶              ＊外部卓話 

             茨城県議会議員 長谷川典子様 

ビ ジ タ ー 

茨城県議会議員 長谷川典子様 

米山奨学生    孫  洋さん 

誕 生 祝 

 

≪会 員≫ 斎藤広巳会員 小島富雄会員 染谷秀雄会員 大塚令昌会員 大串 卓会員  

皆葉瑞男会員 

≪配偶者≫ 斎藤会員 皆葉会員 北村（英）会員 染谷（昭）会員 青木（正）会員 海老原会員  

古谷会員 飯塚会員 松村会員 

 

諸 報 告 

親睦活動委員会 （瀬戸隆海委員長） 

新年会のご案内 

日時：１月１８日（水）午後６時３０分より  午後６時に白井石油さん前よりバスが出ます。 

場所：一久苑  会費：２,０００円 

 

表 彰 

米山功労者 

青木清人会員 

秋田政夫会員 

斎藤広巳会員 

瀬戸隆海会員 

武藤康之会員 

染谷正美会員 

熊谷  昇会員 
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ロータリー財団 

 

青木正弘会員  飯塚三夫会員  長塚 暁会員  五木田利明会員  鈴木 豊会員  瀬戸隆海会員 

熊谷  昇会員 

 

幹 事 報 告  （熊谷 昇幹事） 

週 報 受 理  なし 

例会変更通知受理  江戸崎ＲＣ １月１９日（木） 午後６時３０分より 川波美 

 

会 長 挨 拶 （青木清人会長） 
新年明けましておめでとうございます。今年も残りの ENJOY ROTARY
ご協力の程、よろしくお願い致します。本日は、新年にふさわしいお客様

を迎える事になりました。県会議員の長谷川典子先生と米山奨学生の孫 

洋さんです。会員一同ご歓迎申し上げます。この後、長谷川先生には今

年の抱負等卓話を宜しくお願い致します。 
さて、１５日にはオーストラリア・ツウンバより３名の女子高生がホームステ

イにやって来ます。北村国際奉仕委員長始め委員会の皆様、ホームステ

イ先の皆様、大変かと思いますがよろしくお願い致します。 
２月には、ＩＭ、そしてタイでの自転車贈呈式への参加、３月には、親睦ゴルフ大会、ＰＥＴＳで次年度のス

タート、４月には、地区大会、５月には、家族親睦観劇会、谷和原グランドゴルフ大会、楽しいことばかりで

す。ENJOY ROTARYを満喫して下さい。 
後半のお願いと致しましては、現在会員数４９名ですが、５０名以上になるように増強したいと思います。 
また、外部卓話者のご紹介をお願い致します。 
それでは、後半戦残り６ヶ月、何卒ご協力の程お願い申し上げます。 
 

外 部 卓 話 茨城県議会議員 長谷川典子様 

明けましておめでとうございます。本年も宜しくお願いします。県会議員になって３年目を過ぎたところな

ので、ようやく茨城県のことが分かりつつあるというのが本音です。昨年の大きな事として、 

・ つくばエクスプレスの開業 
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・ 合併  １月１日現在 市 30、町 15、村 5・・・・50 の市町村。３月１日には、市町村数は 44になる予定 

新年になり、株が上がったり等の景気の良い話題が伝わってきていますが、

茨城全体を見ますとニートやフリーターが多い状況で、これをどうするかという

ことが茨城県の大きな課題になっています。また、政府では三位一体の改革

を進めてきていますが、地方にとっては大変苦しい状態になっているのも事

実です。義務教育の国庫負担の引き下げ、児童手当の国の負担率の引き下

げ等々。 

茨城県のキャッチフレーズは、活力ある茨城を造ろうということで、県の６０分

構想という推進をしております。県内各地を６０分で移動できる道路を作る。常総市にとっては、圏央道が

大変重要になっており、平成２４年には五霞町からつくば間が開通の予定です。 

今年度は県出資団体等調査特別委員会の委員ですが、１２月に中間のまとめが出来ました。一番問題な

のは、県立病院の経営。負担になっているのが人件費です。私がこの委員会に入って思った事は、先送

りされたつけが廻ってきた。団体役員の天下りが非常に問題があるのではないかと思っています。 

人口減少、少子高齢化を迎える中で、県のあり方は私達一人一人の生活にかかってくる問題だと思いま

す。開発は必要だが、教育がどうあるか、家庭がどうあるかを一緒になっていかなければ福祉の向上が成

り立っていかないと思います。一人一人の幸せをどう求めていくかを開発の中に入れ、考えていく必要が

あるのではないかと感じています。 

 

出 席 報 告 （白井 豊委員長） 

会員総数 出席者数 欠席者数 賜 暇 メーク 

４９名 ３９名 １０名 ０名 ４名 

出席率 ８７．７６％ 

 

ニコニコボックス （石塚克己ＳＡＡ） 

誕生祝御礼 ≪会員≫斎藤・小島・染谷（秀）・大塚・大串・皆葉  各会員 

≪配偶者≫斎藤・皆葉・北村（英）・染谷（昭）・青木（正）・海老原・古谷・飯塚・松村   各会員 

明けましておめでとうございます。後半戦も ENJOY ROTARY よろしくお願いします。  青木（清）会員 

新年明けましておめでとうございます。本年もヨロシクお願い致します。   熊谷会員 

本年もよろしくお願いします。青木・熊谷年度も半分過ぎ、後半はあっという間ですから頑張ってください。    

大串会員 

青木年度後半も頑張ってください。   海老原会員 

今年もよろしくお願い致します。長谷川県議、卓話よろしくお願い致します。   武藤会員 

新年おめでとうございます。地区事業でバンコクに行ってきました。   瀬戸会員 

１月１５日～２５日までツウンバから３名の女学生が来日します。   北村（陽）会員 

長女が成人式を迎える事が出来ました。今年もよろしくお願い致します。   関根会員 

今年も宜しくお願い致します。 青木（正）・松村・橋本・横山・古谷・染谷（昭）・田上・五木田・斎藤・秋田・

白井・染谷（正）・島田・小島・松坂・草間・中川・田中・青木（全）・長塚・鈴木（邦）  各会員 和久事務局 

入金計 ￥１６２,０００ 累 計 ￥１，３６２,０００ 

 

ロータリー情報委員会より 一口メモ 

ロータリー理解推進月間：国際ロータリーでは、１月をロータリー理解推進月間と定め、この月には、ロー

タリーとその活動についての理解を、ロータリー会員と地域社会の人々に広めることを推奨している。 

会報委員会   委員長 横山 修   副委員長 山野井周一    委員 根本恒夫 
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