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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！！』 

            6 月の会長ポイントメッセージ 

             一年間ご苦労様、そして有難うございました！ 
2004-05年度 国際ロータリー会長           立つ鳥跡を濁さず！！ 
   グレン E. エステス・シニア                   
                                

NO. 2 0 4 0              

例会 2005 年 6 月 29 日（水）         

 

本日のプログラム        

点 鐘           

ロータリーソング・君が代 

ビジター紹介       

出席報告        

SAA 報 告            

諸 報 告 

幹事報告 

会長挨拶 

最終例会 

     於：糀屋  午後６時３０分より 

                                 一年間有難うございました。 

                                       

          

                               

2 0 0 4～ 2 0 0 5 年 度    会 長 鈴 木   豊     幹 事 大 串   卓 
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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.2039 6 月 22 日（水）曇り  （司会 染谷正美委員長） 

本例会でのおもな事項        

   ＊会長挨拶       ＊2004-2005 年度事業実績報告 

 ＊一年間を振り返って               各委員会委員長 

諸 報 告 

２００５－２００６年度より （熊谷 昇次年度幹事） 

２００５－２００６年度事業報告書を、６月３０日までにクラブ事務所までＦＡＸ頂ければと思います。 

次年度ＳＡＡ （石塚克己次年度ＳＡＡ） 

次年度例会欠席連絡先、例会欠席届を皆様のボックスに入れさせて頂きました。また、本日欠席されて

いるかたもいらっしゃいますので、ＦＡＸで同じものを流させて頂きます。 

 

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 

一年間を振り返りまして、まず最初に、鈴木会長を始め皆様の協

力のもとに、無事職務をまっとう出来まして有難うございました。

幹事の仕事として、会長の補佐、会務、各種連絡、会計など慣

れないことばかりで、多々不行き届きの点がありましたが、ロータ

リー精神をもってお許し下さい。 

本年度の鈴木会長の方針として、「原点にもどろう そしてさらな

る飛躍を」と挙げられ、クラブ目標の第一として、会員増強と退会

防止を挙げましたが、残念なことに病気の退会はやむを得ない

こととしても、その他の退会者を出してしまったことは、努力が足

りなかったことと反省しております。その他の目標、２０００回例会を祝おう、ロータリー財団への支援、１００

周年社会奉仕プロジェクトの推進などの事業は、前期に成功裡に終了し、後期の事業としては、ツウンバ

からの交換留学生の受入がありましたが、国際奉仕委員会の方々、ホームステイの家庭の皆様のお蔭で、

無事過ごすことが出来ました。その他、地区大会、親睦ゴルフ大会、一年交換学生の受入、グランドゴル

フ大会などがありましたが、ロータリークラブ全体としての事業は余り無く、慣れたせいもあり前期よりもや

や余裕を持って過ごせたように思います。 

最後になりますが、皆様のご支援により一年間貴重な体験をする事が出来、色々勉強ができ感謝申し上

げます。終わってみればあっという間の一年でしたが、これからのロータリー活動に活かしていきたいと思

います。本当に一年間有難うございました。 

 

会 長 挨 拶 （鈴木  豊会長） 

皆様、こんにちは。まず、増田直人会員が６月末で退会することになりました。

以上ご報告申し上げます。 

待ちに待った日、いやとうとうこの日が来てしまいました。昼間の例会は今日で

最後であり、残すところ６月２９日のさよならパーティーのみとなりました。安堵感

と寂しさが入り混じった複雑な心境であります。もう一年やらせて頂けるなら、今

年の反省を生かすことが出来るのになぁーと思っておりますが、ＲＣの制度で単

年度で終わるからこそ新鮮な気持ちで、新しい年度がスタートを切れるわけで、

この反省点を次年度青木年度に引き継いで頂きたいと思います。まぁ、兎に角この一年間は、会員の皆
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様また事務局の和久さんには、大変なご支援、ご協力を頂き何とか無事に終わることが出来ます。感謝、

感謝の気持ちで一杯であります。本当に有難うございました。 

ここで、一年間を振り返って一つ一つ事業を掲げることを考えておりましたが、先に各委員長また幹事が

話しをされましたので、この場で詳しく述べることはやめたいと思いますが、７月の２０００回例会に始まり、

８月ツウンバへの交換学生、ガバナー公式訪問時の１００％実質例会、１０月～１１月市内のブースを借り

てのＲＣピーアール、ネパールとの絵の交換、そして１２月に入って米山記念館の見学をし、心が洗われ

た気分を味わったり、今年の１月には、ツウンバからの学生を迎え入れ、染谷国際奉仕委員長始めとして、

新人の穂戸田会員がその下で振り回されたり、昨日のように思い浮かんできます。３月雨の日の職場見学

会には、従業員様の対応に感動したり、５月に入り劇団四季による「オペラ座の怪人」に圧倒されたり、グ

ランドゴルフ大会では、大いにＲＣをアピール出来ました。このように次から次と思い出が走馬灯のように

浮かんできます。今となっては、全てが楽しい思い出となっております。これもひとえに委員長始め会員一

人一人の絶大なるご支援を受けて、ほぼ当初の目標は達成出来たものと自負しております。これも会員

皆様のお蔭と感謝しております。 

この場を借りて是非お礼の言葉を述べさせて頂きたい人が居ります。その人は、大串幹事であります。彼

とは、幼馴染でもあり、当初は意見の違いから良くケンカもしましたし、私の気持ちは期待もしておりませ

んでした。然しながら、これが嬉しい誤算でありまして、誰もが認める立派な幹事役をこなし、今では会長

を越える評価を頂いております。このように女房役である幹事に恵まれ、何の心配もなくロータリーライフを

エンジョイ出来ました。この場を借りて大串幹事に御礼を申し上げます。有難うございました。もう一人、そ

れは事務局の和久さんです。事務手続きのオーソリティーとして、これもまかせて安心の出来る人でした。

特に、毎週の会長スピーチには「原稿を用意しなさい」との強い口調にいつも悩まされました。先週斉藤さ

んにお褒めを頂きましたが、毎週毎週ネタ探しに、悪戦苦闘の連続でした。文章力のなさ、全く漢字が出

てこない。これでも日本人か？と疑いたくなる自分に自己嫌悪に陥ったりの日々でありしまた。よくも歴代

会長は一年ネタも切れず涼しい顔でやり遂げられたものだと尊敬をしております。然しながら、一年を通し

てこの体験が出来たことも、和久さんのお蔭かなと感謝しております。有難うございました。 

そして、この第２８２０地区内５９クラブある中で、評判の高い水海道クラブは、大先輩の隅屋会員から、新

人の北村、穂戸田会員まで、本当にバランスのとれた、そしてロータリーへの取り組み方も皆様が一丸と

なって協力体制が出来素晴らしいクラブ。ややもすると、会長、幹事の亀裂が生じ全く機能しなくなってし

まったクラブもあるなかで、やはり４２年の歴史を持ったロータリーは違いの分かる大人のクラブだなぁと思

い、このようなクラブに籍を置くことが出来、そして会長までやらせて頂き本当に幸せ者だとつくづく感じ入

っております。 

それでは、ロータリーの魅力とは？ 

・良き基本理念、良き哲学の上に育ってきたロータリーは、どのような時代を迎えようとその考え方は、間

違いなき思想であります。（四つのテスト） 

・自己より利他の心、精神を唱えており「足るを知る」知足の心を優先に感謝と謙虚さをベースにしてある

こと。 

・人脈を瞬時に得ることが出来る。 

・自己実現を図れる。 

・トップは隅屋さん、新人の北村、穂戸田さんの年齢差４０才、一同に会することの意義。 

しかし、このクラブは大人の世界であり与えてくれという簡単なものではありません。人は良く、クラブでや

ってくれるだろう、地区でＲＩでと、他人任せでは本当の意味での魅力を感じることはないでしょう。自分が

クラブにとって、地区に対して何が出来るだろう、という気持ちがないとなかなか思うようにはいきません。 

「たとえば、石塚副ＳＡＡは自分の居場所の確保」ロータリー精神は、トップダウンではなく、ボトムアップだ
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と思います。 

この経験を活かし、次年度の青木会長、熊谷幹事には、恩返しのつもりで一年間協力をさせて頂きます。

この証として早速のＳＡＡ就任には、喜んで就かせて頂きます。どうか次年度へも、今年同様皆様のご支

援、御協力をお願い致し、一年間のお礼の言葉と致します。有難うございました。 

 

２００４－２００５年度 委員会事業実績報告  

ＣＩＣＯ委員会 （瀬戸隆海委員長） 

ＣＩＣＯ委員会の任務は、地区、及びＲＩ関係のメール及びホームページか

らの情報を的確に関係者に伝達することが最大の責務であります。現在

は、ほとんどの伝達事項はメールに取って代わっております。よって、メー

ルの機能を損なうことが無いように、毎日のメールチェックが必要でありま

す。 
 次に、クラブのホームページでありますが、これについては石塚委員の

献身なるロータリー精神に基づいて更新が行われておりますが、このホー

ムページを通じて、会員相互の交流も盛んに行われている様子です。是非とも、ホームページを更に活

用していただきたいものと考えます。 

 

親睦活動委員会 （武藤康之委員長） 

１. 例会においてお客様のご紹介及び会員と会員婦人の誕生祝の実施 

２. 家族親睦納涼会と２０００回記念例会を合同にて行う・・・７月３１日（土） 

目白椿山荘にて 参加６０名 

３. 忘年会の実施・・・・・１２月１１日（土） 水海道ゴルフクラブにて 参加５

６名 

４. 新年会の実施（ツウンバ留学生の歓迎会）・・・・・１月１２日（水） 満月

にて 参加５８名 

５. 親睦ゴルフの実施・・・・・４月２１日（木） 水海道ゴルフクラブにて 参加２８名 

６. 観劇会の実施・・・・・５月２１日（土） 新橋四季劇場「海」にて オペラ座の怪人 参加６０名 

 

新世代委員会 （福田克比古副委員長） 

１. ライラの参加と協力について 

平成１６年１０月１５・１６・１７日に日立市で開催され、１６日（土）の

講演会に際しては、水海道より講師を推薦派遣し、その送迎を致

しました。 

講演者は元三大師の松永住職 

２. ロータリー創立１００周年記念について 

水海道市の文化祭の時期に、ロータリー創立１００周年プロジェク

トに協力し、記念事業の開催を致しました。 

３. ボーイスカウト・ガールスカウトへの支援及び協力について 

水海道市、谷和原村の２市村に対しての支援を致しました。 

４. ローターアクトの報告会開催について 

水海道ロータリークラブのご子息（青木さん・秋田さん）が、つくば市のローターアクトで活躍して

いるので、１０月２７日の例会の時に、その現状等についてローターアクトの役員とその方々に
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報告をして頂きました。 

５. 谷和原村のガールスカウトの総会について 

５月１５日（日）午前１０時より、谷和原村ガールスカウトの第４回定期総会が高齢者センターで

開催されましたので、秋田さんに出席して頂きました。 

 

国際奉仕委員会 （染谷秀雄委員長） 

国際奉仕委員会では、継続事業として青少年交換プログラムを実施したほ

か、１００周年記念事業として、新たな事業を企画し皆様の協力のもと実行

することが出来ました。国際奉仕委員長は重責ではありましたが、事業を通

して色々な人達と出会い、多くのことを学び、私にとって素晴らしい体験と

なりました。御協力頂きました会員の皆様をはじめ各方面の方々に感謝を

申し上げます。 

１. ツウンバロータリークラブへ夏季交換学生の派遣（８月６日より８月１９日） 

２. ツウンバロータリークラブから５名の交換学生を受け入れ（１月９日より１月２２日） 

３. 米山奨学生の受入協力並びにワンディホスピタリティーの実施 

４. ＷＣＳ事業（ワンコイン募金）の実施 

５. １００周年事業の企画並びに実施（ネパールの子供達の絵画展） 

６. ネパールの小学校へ文房具の提供 

 

出 席 報 告 （山野井周一副委員長） 

会員総数 出席者数 欠席者数 賜 暇 メーク 

４９名 ３８名 １１名 ０名 １１名 

出席率 １００．００％ 

 

ニコニコボックス （青木正弘ＳＡＡ） 

・一年間本当に有難うございました。今年同様、次年度青木・熊谷年度へも宜しくお願いします。  

鈴木（豊）会員 

・一年間有難うございました。    大串会員 

・財団に対する御協力誠にお世話になりました。地区財団総括委員長としてとの面目が立ちました。   

北村（仁）会員 

・一年間無事出席することが出来ました。会長、幹事さんご苦労様でした！    松坂会員 

・一年間お世話になりました。来年度も宜しくお願いします。   松村会員 

・鈴木・大串年度 ご苦労様でした。    石塚（克）会員 

・会長・幹事様 一年ご苦労様でした。   横山会員 

・今月初めての出席です。   福田会員 

・有難うございました。    登坂会員 

・一年間、会長、幹事さんご苦労様でした。来年も宜しく      五木田会員 

・シカゴの世界大会に行ってきました。    瀬戸会員 

・鈴木会長、大串幹事、一年間ご苦労様です。本日の例会が最後の例会ですので、寂しいとは思います

が、心置きなくお話下さい。  熊谷会員 

・一年間、Ｒ情報に御協力して頂き、有難うございました。     小島会員 

 5



・鈴木会長さん、大串幹事さん、一年間ご苦労様でした。また色々とお世話になり有難うございました。   

島田会員 

・鈴木会長、大串幹事、一年間お世話様でした。また、有難うございました。   穂戸田会員 

・鈴木会長、大串幹事さん、お疲れ様でした。    秋田会員 

・プログラム委員会、一年間ご協力を頂き、有難うございました。   染谷（正）会員 

・一年間親睦活動に御協力頂きありがとうございました。次年度は、プログラム委員長に配属になりました。

こちらの方が重要なので、尚一層の御協力をお願い致します。   武藤会員 

・鈴木会長、大串幹事、一年間ご苦労様でした。次年度のフォロー宜しくお願いします。 青木（清）会員 

・会員選考委員会、一年お世話になりました。   長塚会員 

・一年間、お世話になりました。御協力頂いた皆様に感謝申しあげます。   染谷（秀）会員 

・例会欠席しました。   山野井・大塚   各会員 

・一年間、いろいろと広報活動への協力有難うございました。   古谷会員 

・斉藤プロのワンポイントレッスンを受けることが出来ました。結果が楽しみです。    関根会員 

・先週誕生祝を頂きました。鈴木会長、大串幹事、一年間お世話になりました。   和久事務局 

・一年間、お世話になりました。会員皆様の御協力に感謝申しあげます。   青木（正）会員 

入金計 ￥１０３,０００ 累 計 ￥２,３１４,０００ 

会報委員会   委員長 斎藤広巳   副委員長 大塚令昌 

国際大会 シカゴ       （写真提供者：瀬戸隆海会員） 

 

   

     ＲＩ会長 

ータリーの第一回例会場の建物  

 

大会パレード  

 

ロ   ポリオプラスの像  ポールハリス像 
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