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例会報告 Ｖｏｌ 43 Ｎｏ.２１（No.2061）１２月７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              ＊前期事業報告 

＊クラブ総会         各委員会委員長 

誕 生 祝 

 

【会  員】   

隅屋祐三会員  海老原良夫会員 

秋田政夫会員  白井 豊会員 

 

【配偶者】   

武藤会員    五木田会員 

染谷（秀）会員 

 

諸 報 告 

親睦活動委員会 （瀬戸隆海委員長） 

１２月１０日（土）午後５時２０分に白井石油さん前よりバスが出ます。 

 

幹 事 報 告  （熊谷 昇幹事） 

週 報 受 理  竜ヶ崎ＲＣ、石岡８７ＲＣ 

例会変更通知受理   

 

会 長 挨 拶 （青木清人会長） 
皆様、こんにちは。 
師走になり、何かと慌ただしい日々が続くかと思いますが、本年の常陽銀行さ

んの会場をお借りしての例会も本日が最後になりました。 
まず、半期報告ですが、クラブテーマ「ENJOY ROTARY」を掲げさせていた
だき、３つのクラブ目標を設定させていただいたわけですが、 
１． 楽しい例会・・・・外部卓話の充実 

武藤プログラム委員長には色々苦労をお掛けしておりますが、卓話の充実も図られたかと思います。後半

も宜しくお願い致します。 
２． ロータリーの公共性の向上・・・・地域社会へのアピール 
国際交流友の会へのバザー及び資金援助を行いましたが、これにより１クラブ１プロジェクトが完遂できた

と思います。染谷社会奉仕委員長始め委員会の皆様有難う御座いました。また、文化祭シーズンには水

海道ロータリー情報館を開き、パネル展示を行い広報できたかと思います。 
３． 国際親善 
米山奨学生の孫 洋さん、地区青少年交換のジュリアンさんのお世話を行っておりますし、未定ながらツ

ウンバからの交換学生、来年４月にはトルコのＧＳＥの方のお世話があります。宜しくお願い致します。 
各委員会についての詳細は、委員長より後程報告があるかと思いますが、半年間会員の皆様の積極的

な参加、ご協力に感謝申し上げ半期報告とします。 
 
年次総会 
水海道ＲＣ定款・細則第４条第１節により、年次総会を開催させていただきます。議題は、次年度の役員

及び理事の選挙です。去る１０月２６日に規定による指名委員会を行いました。翌々年度（２００７－２００８
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年度）の会長に、満場一致で大串 卓会員を選出・推薦させていただきました。 
次に、次年度の役員・理事の案を発表させていただきます。 
会長 松村仁寿 ＳＡＡ（役員） 登坂 寛 理     事 古谷栄一 
会長エレクト 大串 卓 直前会長（役員） 青木清人 理     事 斎藤広巳 
副会長（役員） 島田 勝   理     事 松崎隆詞 
幹事（役員） 青木正弘 理     事 横山 修 理     事 秋田政夫 
会計（役員）副幹事 田上秀雄 理     事 武藤康之   
以上であります。皆様のご承認を頂きたくお願い致します。・・・・・・承認・・・・・・ 
有難う御座いました。それでは松村年度宜しくお願い致します。 
これをもちまして、年次総会を終了させていただきます。 
 
前期事業報告 
クラブ奉仕 1 （松村仁寿委員長） 
クラブ奉仕１としては前期委員会を開催しておりません。本日見えてないロータリー情

報委員会では、９月２１日に３年未満の会員と２５年以上の会員の方とミーティングを

開催しております。 
職業分類委員会 （飯塚三夫委員長） 

本年度は、これまでに２名新会員の誕生をみた。 
氏  名     入会日 職業分類 

倉持功典会員   ８月１７日   食品販売 
橋本忠昭会員   ９月１４日   食品販売 

何年か前の規定審議会において、ロータリーの大きな特色だった「１業種１

人」が大幅に改訂され、当クラブは１業種５名となった。現在職業分類、食品

販売には３名の会員が名を連ね夫々活発にロータリー活動を続けている。

分類表を眺めながら昔の職業分類委員会の苦労が偲ばれる。 
 
会員選考委員会 （鈴木邦彦委員長） 
会員として適格であるか慎重に検討した結果、１名の推薦者を承認した。 
 
会員増強委員会 （隅屋祐三委員長） 

前期に２名の増強、後期では一人一人にお願い

に行きます。 
 
 
 
 
 

ＣＩＣＯ （五木田利明委員長） 
後期はもう一つの目標であるＩＴ活用について勉強会などを考えていきたいと

思います。ご協力宜しくお願いします。 
 
クラブ奉仕2 （海老原良夫委員長） 
後期、目標達成に取り組んでいきたいと思います。 

 3



出席委員会 （白井 豊委員長） 
・ここまでは、公式訪問、納涼会と大きな行事が比較的少なかったが、これからは忘年

会に始まり、イベントが目白押しなので、各種イベントへの参加を促す。 
・中間時の各自の出席率を発表して、１００％出席達成者を出来るだけ多くなるように

奨励する。 
 
 

親睦活動委員会 （瀬戸隆海委員長） 
納涼会は６３名、クリスマス会は７４名という皆様方のご協力によりまして盛大にパー

ティーを開く事が出来ると思います。 
１月１８日の新年会の出欠を１２月２１日の例会で取らせて頂きたいと思います。 
 
プログラム委員会 （武藤康之委員長） 
当初の予定通り、ほぼ順調にプログラムを消化しております。後期も会員の皆様の

ご協力を頂き、楽しい例会、充実した内容のプログラムをと考えております。 
 
広報委員会 （山崎善市委員長） 

本年度は、茨城新聞に「ロータリー情報館」のコーナー（毎

週水曜日）が設けられ、ＲＩより発信される広報にも手応えが

感じられるようになり、前期には２回程載せてもらいました。後期にも２回位は期待

したいところです。奉仕活動を担当する委員会からの写真の提供をお願いしま

す。 
例年つづく活動にもぬかりなく励んで行きます。 

 
社会奉仕委員会 （染谷秀雄委員長） 

・社会奉仕委員会では、１０月に赤い羽根募金運動を実施しましたところ、会

員全員の方からご協力を頂き、社会福祉協議会へ５万円届ける事が出来まし

た。 
・昨年に続き、水海道ＲＣ杯グランドゴルフ大会を１０月２３日に開催しました。

グランドゴルフ同好会から 
１００名以上の参加がありました。我々ＲＣからも１０名参加し、楽しみながら事

業を進めることが出来ました。 
・今年度は、１クラブ１プロジェクトとして企画委員会を組織し、識字率向上のための事業を行うことになり

ました。水海道市においては、国際交流友の会が１５年前より日本語講座を行っていると言う事で、我々

も支援をすることとなりました。会員の皆様からご提供いただいた品物を、１１月３日に行われたバザーで

販売し、集まったお金を国際交流友の会活動費の一部とさせていただきました。 
 
国際奉仕委員会 （北村陽太郎委員長） 

国際奉仕委員会は、２０年間継続しているツウンバロータリークラブへ４名の男子

学生を派遣しました。 
1. ツウンバロータリークラブへ交換学生派遣 （８月５日～８月２１日） 
2. 国際奉仕研究会参加 （７月２４日） 
3. 国際奉仕・ロータリー財団合同研究会参加 （１２月４日） 
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ＳＡＡ （石塚克己ＳＡＡ） 
・例会に出席される会員が気持ちよく席に着いていただくために、委員会メン

バーが早出してセッティングしました。（例：余り座席のないこと） 
・食事の際の音楽ＢＧＭを導入し、何人かの会員から好評を頂きました。 
・小額で回数を多く、身近な話題でニコニコボックスという前年度からの方針を受

け継ぎ、会員の皆様から目標額の半分をご協力頂きました。 
・クラブの方針を受けて、ミールボックス（弁当の簡素化）を２度実施しました。 
・余り弁当の無駄が大分少なくなりましたが、連絡なし欠席や、弁当注文をする午前９時以降の連絡もあり

ました。 
 
会報委員会 （横山 修委員長） 
クラブ会報は会員の皆様に情報伝達の唯一の記録報であり、会長ワンポイントメッセージ通り、内部充実

に努めている次第です。しなしながら写真、記録等のバランスの良い会報が発行出来ますよう、皆様のご

意見、ご指摘をお願い致します。 
 
新世代奉仕委員会 （福田克比古委員長） 
1. 新世代月間（９月）に当たり、９月２８日の例会につくば学園ローターアクトクラブ会長の秋田武史さん、
並びに山之内桃子さんに、ローターアクトの活動状況の卓話を頂く。 

2. ライラ・セミナー（１０月１４・１５・１６日、つくば中央青年の家開催）に、石塚克己会員紹介の岡本 愛
さん、飯沼桃子さん、山野井会員紹介の堀越善行さんに参加を頂き、１０月２６日の例会においてライ

ラ・セミナー参加の報告を頂いた。 
3. １クラブ１プロジェクト（社会奉仕委員会プロジェクト）に参画 
4. 谷和原村のガールスカウト活動（８月１７日）、水海道市のボーイスカウト活動（１１月３０日）について、
それぞれ卓話を頂き助成をした。 

 
ロータリー情報委員会 （田中正躬委員長） 
１． ９月２１日、入会３年未満の会員と２５年以上の会員による、ミーティングを開催。ロータリーの歴史、組

織などをクイズ形式で互いに話し合った。 
２． 新年度（７月６日）より週報にミニ・ロータリー情報を掲載している。 
 

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 ３６名 １３名 ０名 ９名 

出席率 ９１．８４％ 

 

ニコニコボックス （石塚克己ＳＡＡ） 

誕生祝御礼 ≪会員≫隅屋・海老原・秋田・白井 各会員 ≪配偶者≫武藤・五木田・染谷（秀） 各会員 

鈴木年度のタイのクラブとのマッチンググラント成立！タイへ行きましょう。   青木（清）会員 

お蔭様で１２月までこれました。これからも宜しくお願いします。   熊谷会員 

１２月も宜しくお願い申し上げます。   松村会員 

Ｒ財団大変ご協力有難う御座いました。地区にて大きな顔が出来ました。   北村（仁）会員 

前回休みました。宜しくお願いします。   小島・田上 各会員 

欠席が続きました。   秋田会員 
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いよいよ師走。健康に注意して頑張りたいと思います。  角田会員 

サイパンでゴルフをしてきました。  中川・飯塚 各会員 

師走です。自分も含め会員の皆様、風邪や不慮の事故に気をつけてください。  石塚（克）会員 

仲津さんの著書を購入しました。   山野井会員 

入金計 ￥６０,０００ 累 計 ￥１，１５２,０００ 

 

 

ロータリー情報委員会より 一口メモ 

家族月間(Family Month)：世界中のロータリアン、クラブおよび地区は、毎年１２月に「家族月間」を祝い、

プロジェクト、活動、行事などを実施し、家族と地域社会への献身を示すよう奨励されている。 

 

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 

 

ＮＯ.２０６２ 

１２月１０日（土） 

ホテルグランド東雲 
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親睦委員会の皆様ご苦労様でした。 
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