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例会予定 

７月２０日    ８月３日 
２００５－２００６年度事業計画発表         会員増強委員会卓話 

７月２７日     ８月１０日 

オーストラリア夏季交換学生出発挨拶       休会 （定款第５条第１節により） 

 

                                   ７月は識字率向上月間です 

VOL. ４３  No.２ （通算Ｎｏ．２０４２）                   

         

                           

２００５年７月１３日（水）例会プログラム  
点鐘           

ロータリーソング・四つのテスト 

ビジター紹介       

出席報告        

ＳＡＡ報告            

諸報告 

幹事報告 

会長挨拶 

 

 ２００５－２００６年度 事業計画発表 

                                熊谷 

2005～2006 年度      

昇幹事と青木清人会長 

会長 青 木  清 人        幹事 熊 谷  昇 

≫        ≪事 務 所≫ 

町 2790  県水海道市宝町 3386 

  

毎週 水曜日 12  ℡029 30-087

創立 １９６３年９月２５日 

≪例 会 場 ・ 例 会 日

〒303-0023 茨城県水海道市宝  〒303-0023 茨城

常陽銀行水海道支店内 3F           釜久ビル 3F

12:30～13:30  ☎ 0297-22- 51   7- 5    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.１（No.2041） 7 月 6 日（水）曇

         継ぎ 

     

り  （司会 武藤康之委員長） 

本例会でのおもな事項        

  ＊誕生祝       ＊襷の引

＊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 五木田利明会員 北村 仁会員 鈴木邦彦会員 石塚克己会員 

木（清）会員 鈴木（豊）会員 北村（陽）会員 穂戸田会員 

の引き継ぎ  

瀬戸隆海会員

≪配偶者≫ 

鯉沼会員 青

 

襷

     
鈴木前会長から青木会長へ  大串前幹事より熊谷幹事へ 

諸 報

 

告  

雑誌委員会 （海老原良夫委員長） 

れておきました。ご購読下さい。 ロータリーの友 ７月号をボックスに入

プログラム委員会 （武藤康之委員長） 

外部卓話者の推薦書をボックスに入れておきましたので、宜しくお願いします。 

事 報 告  （熊谷 昇幹事） 

年度に幹事の大

役

様

 

幹

２００５－２００６年度、青木清人会長

を勤めさせていただくことになりました。不慣れで力不

足ではありますが、会長方針の下、クラブ内は勿論の事、

クラブ外の事についても、会員の皆様に迷惑を掛けな

いように一生懸命務めていきたいと思っています。 

会員の皆さん、また各委員長さんには、どうか前年同
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に御協力を下さいますようお願い申し上げます。 

予算の説明 （別紙の通り） 

 

週 報 受 理     江戸崎ＲＣ、牛久ＲＣ、つくばシティＲＣ、竜ヶ崎ＲＣ 

例会変更通知受理    牛久ＲＣ  ７月１１日（月）午後７時より 甲子亭 

                       ７月２５日（月）→７月２１日（木）午後７時より ふしみ 

    竜ヶ崎ＲＣ ７月１９日（火）午後６時３０分より 松泉閣 

地区研究会 

２００５年 ７月 

１０ (日) ロータリー財団研究会 土浦市 ホテルロイヤルレイク土浦  9:30-14:40   

１７ (日) 新世代奉仕研究会 つくば市つくば国際会議場１０１号会議室11:00-16:30   

２３ (土) 米山奨学委員会研究会 水戸市 開発公社ビル 10:00-15:15   

２４ (日) 国際奉仕研究会 筑西市 ホテルニューつたや  9:30-15:40   

３０ (土) 職業奉仕研究会 笠間市 笠間稲荷神社 稲光閣 10:00-15:00   

 

副 幹事挨拶 （青木正弘副幹事） 
今年度副幹事という大役を仰せつかりました。何分不勉強でございまして、

無事務められるか心配しておりますが、一年間熊谷幹事の仕事振りをじっ

くり勉強させていただいて、皆様方に「なんだあいつは」と言われない幹事

になれるよう頑張りたいと考えております。 
今日、松村副会長は近所に不幸がございまして、そちらのほうにどうしても

行かないといけないということで、皆様方にくれぐれも宜しくということです。

宜しくお願い致します。 
副幹事の他に会計の仕事もというお話をいただきまして、お断りしようと思

いましたら、青木会長・熊谷幹事が会計の仕事をすれば、この次幹事をす

る時に大変楽だ、勉強になるよということで、お引き受けしましたがなかなかこれが大変でございます。私、

ロータリークラブに入りまして、本日が一番大変なことを引き受けてしまったと感じでいるところでございま

す。 
一年間、皆様方に御協力頂きながら、またご指導頂きながら務めてまいりたいと考えております。よろしく

お願い致します。 
 
会 長 挨 拶 （青木清人会長） 

みなさん、こんにちは。一年間、御協力、御指導、宜しくお願い致し

ます。それでは、今年度の方針をお話したいと思います。 
  本年度の国際ロータリー、カール・ヴィルヘルム・ステンハマー会

長は、これまでの世紀にロータリアンが書き記してきた数々の叡智に

満ちた言葉に目を向けられ、第２の百年の第１章を書き始める今年

度の RIテーマに 
SERVICE Above Self 
（（ 超我の奉仕 ）） 
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を提唱されました。過去からの継続を維持しつつ、未来に向けてまっすぐな道のりを捉えることが必要との

ことで提案されています。 
また、第２８２０地区の萩原亢雄ガバナーも「超我の奉仕」への挑戦として、次の事をお願いされていま

す。 
・ 強調事項の水保全・保健、識字率向上教育・・・１クラブ１プロジェクトの完遂 
・ 財団支援、米山奨学事業・・・「毎年あなたも１３０ドルを」「受入奨学生３０名以上」 
・ 簡素化・・・・・・・・・・・会員大会、会議等 
・ ロータリーの広報・・・・・・茨城新聞、公式訪問時市長、商工会長の所に参上 
・ 増強・・・・・・・・・・・・「１クラブ１名の増強」「女性会員１００名へ」 

  当クラブとしても、ＲＩ会長のテーマ、萩原ガバナーの方針に沿ってクラブ運営を展開してまいりたいと

思いますが、クラブが愉快で楽しくなければ実践する事は出来ません。 
そこで、本年度のクラブテーマに 

ENJOY ROTARY 
（（ロータリーを楽しもう）） 

を掲げさせていただきます。 
  楽しく魅力溢れるクラブを目指し、会員相互の融和を図りながら、地域社会、国際社会のニーズに合

った奉仕活動を行う為に、次のクラブ目標を設定させていただきます。 
◎ 楽しい例会・・・・・・外部卓話の充実 
４３年目の今年は大きなイベントはありません。その分例会の外部卓話の充実を図りたいと思い

ます。その為には、会員皆様方からの講師のご紹介が不可欠です。ご協力の程お願いいたしま

す。 
○ ロータリーの公共性の向上・・・・・地域社会へのアピール 

    地域社会のニーズに合った奉仕活動（１クラブ１プロジェクト）を行ない、地域に親しまれ、愛される

ロータリークラブの公共性を向上させたいと思います。 
○ 国際親善・・・・・・国際感覚を磨く 
今年も、米山奨学生（中国）、地区の青少年交換学生（ブラジル）、GSE（トルコ）、未定ではあり
ますがクラブの交換学生（オーストラリア）と世界各国の学生をお世話する事になります。是非家

族ぐるみで積極的に交流を深めて下さい。そして、国際感覚を磨き、国際親善を行っていただき

たいと思います。 
  以上がクラブ目標ですが、各委員会には昨年同様ワンポイントメッセージとして別紙で目標設定させ

ていただきました。 
  最後に、会員皆様と共に楽しいロータリーライフ（Enjoy Rotary）を通じて、「超我の奉仕」を実践して
行きたいと思います。今年１年間、どうぞ皆様方のご理解と、より一層のご支援ご指導を心よりお願い申し

上げます。 
 
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 

４８名 ４１名 ７名 ０名 ７名 

出席率 １００．００％ 

 

ニコニコボックス （石塚克己ＳＡＡ） 

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

≪配偶者≫青木（清）・鈴木（豊）・北村（陽）・穂戸田    各会員 
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・今年一年間“ENJOY ROTARY で超我の奉仕”を合言葉に、宜しく御協力の程お願い申し上げます。 

青木（清）会員 

・ロータリーの苦労は買ってでもせよ、という事ですので、皆さん一年間よろしくお願いします。 熊谷会員 

・地区財団総括委員長として、一年頑張ります。皆様の御協力をお願い致します。フィリピンデンタルミッ

ション無事帰国致しました。   北村（仁）会員 

・一年間よろしくお願い致します。   松坂会員 

・青木会長、熊谷幹事、頑張って下さい。    大串・長塚    各会員 

・青木年度の成功をお祈り申し上げます。    皆葉会員 

・前期宜しくお願い致します。    小島会員 

・青木・熊谷年度スタートおめでとうございます。また、本年度も宜しくお願い致します。   島田会員 

・一年間お世話になります。ガンバレＳＡＡ。   青木（正）会員 

・今年度も宜しくお願いします。出席に御協力お願いします。    白井会員 

・雑誌委員会宜しく。水海道プラザ、再出発できました。    海老原会員 

・今年一年、広報を勤めることになりました。   山崎（善）会員 

・青木・熊谷年度、宜しくお願いします。指導もよろしくね。     田上会員 

・新年度宜しくお願いします。ロータリー財団委員会です。     斎藤会員 

・親睦活動委員会、よろしく。    瀬戸会員 

・プログラム委員会です。今年一年間よろしくお願いします。   武藤会員 

・今年度も宜しくお願い致します。今日の弁当はＳＡＡ石塚委員長の御指導のもと作りました。 古谷会員 

・青木年度、国際奉仕委員長 宜しくお願いします。   北村（陽）会員 

・青木・熊谷年度の航海の無事を祈って！！    関根会員 

・青木年度おめでとうございます。   山野井会員 

・青木年度、おめでとうございます。瀬戸委員長の下で、一年間頑張りますので宜しくお願いします。  

北村（英）会員 

・先月まで大変お世話になりました。有難うございました。今日から、主席から末席に移って頑張ります。

宜しくお願いします。   鈴木（豊）会員 

・本年度も宜しくお願いします。     染谷（秀）・横山・染谷（正）・五木田・松村・山崎（進）・青木（全）・

中川・草間・飯塚・鈴木（邦）・穂戸田・登坂   各会員 

・早退します。   鯉沼会員 

・青木・熊谷年度の発展を祈願します。また、本年度ＳＡＡニコニコ御協力を宜しくお願いします。   

石塚（克）会員 

入金計 ￥２３１,０００ 累 計 ￥２３１,０００ 

 

 

ロータリー情報委員会より 一口メモ 

識字率向上月間：日本では文字を読めない人は、ほぼ０％だが、世界には文字を読めない人々がまだ

大勢いる。識字率向上運動が貧困、紛争、人口問題などの解決に欠かせないものとして、ＲＩ理事会は１

９９７年に、７月を「識字率向上月間」に指定した。 

 

 

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 

 

 

 

 5



 

       

 6


