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例会予定 

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）   

８月３日     ８月１７日 

会員増強委員会卓話                 外部卓話 元大洋村村長殿 

 

                                   ７月は識字率向上月間です 

VOL. ４３  No.３ （通算Ｎｏ．２０４３）                   

         

                           

２００５年７月２０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 

 

 ２００５－２００６年度 事業計画発表 

                                 

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.２（No.2042） 7 月 13 日（水）曇り  （司会 武藤康之委員長） 

本例会でのおもな事項        

   ＊会長挨拶              ＊２００５－２００６年度 事業計画発表 

                               各委員会委員長 

ビ ジ タ ー 

米山奨学生 孫 洋さん 

 

諸 報 告  

親睦活動委員会 （瀬戸隆海委員長） 

納涼会の案内を皆さんのご自宅へ郵送させて頂きました。併せて、来年５月の観劇会のアンケートも入れ

ておきました。宜しくお願い致します。 

 

国際奉仕委員会 （北村陽太郎委員長） 

７月９日に、オーストラリア夏季交換学生のオリエンテーションを開催しました。期間は８月５日～８月２１日

までです。７月２５日の例会に学生が挨拶にきます。 

 

ロータリー財団 （斎藤広巳委員長） 

７月１０日（日）、ホテルロイヤルレイク土浦において、地区ロータリー財団

セミナーが開催され出席してきました。セミナーの第１部では、ロータリー

財団地域コーディネーターの片岡信彦ＰＧによる「Every Rotarian ,Every 

Year」のテーマでの基調講演がありました。次いで各委員長より委員会

の活動計画の報告がありました。重要点は次の通りです。 

１. 補助金委員会 

本年度の地区補助金申請について、特にガバナーの重点方針である識

字率向上（在住外国人への日本語教育）、水・保健問題のプロジェクトに補助金を助成します。クラブの

社会奉仕委員会とよく連携して、クラブが主体となり、ロータリアンが汗をかくプロジェクトの提案と実行を

お願いします。総額は２万５千ドルです。 

２. 年次寄付・恒久基金委員会 

・ 各クラブの寄付目標額地区集計は、約３０万ドルで、会員当り＄１２６となります。 

・ ７月より寄付の免税基準が、従来の３０万円から２０万円に引き下げられました。 

・ 全会員が年次寄付＄１００以上で、１００％財団の友クラブに承認されます。 

・ ロータリーカードへの入会がまだ低調です。 

３. ポリオプラス委員会 

３年間実施したポリオ撲滅キャンペーンは６月末に終了し、２８２０地区は一人＄１６７となり、大幅に目標

を達成しました。日本は＄1,600 万の目標に対し、5 月末で＄1,450 万でした。ポリオの発生はもう数年か

かる見通しで、引き続きの寄付はポリオプラスパートナー基金にお願いします。 

４. ＧＳＥ委員会 

・ 本年度、トルコ２４４０地区との交換を実施します。１８年４月に受入、偶数分区にホストお願いします。 

５. 国際親善奨学金・学友委員会 

２００６年度国際親善奨学生に４人が地区選考で合格しました。 

第２部では、分区ごとに分かれて本年度クラブが制約した年次寄付の目標達成具体策を討論しました。 

最後に、財団委員長は奉仕活動の内容をクラブ内によく理解して頂き、財団寄付の増進をお願いしたい

ということで、セミナーが終了しました。 
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幹 事 報 告  （熊谷 昇幹事） 

週 報 受 理     龍ヶ崎中央ＲＣ、石岡８７ＲＣ 

例会変更通知受理      龍ヶ崎中央ＲＣ  ７月２９日（金）→７月３０日(土)午後６時より   

浅草ビューホテル２６F 雅の間 

                       ８月１２日(金) 休会 

    石岡８７ＲＣ ７月２８日（木）午後７時より 高浜 いづみ荘 

クラブ名称の変更・・・・・関城ロータリークラブが筑西きぬロータリークラブへ名称変更 
 
会 長 挨 拶 （青木清人会長） 

みなさん、こんにちは。今日、米山奨学生の孫 洋さんがお見えになっ

ております。会員一同ご歓迎申し上げます。また、７月６日の会長経験

者の集いでは、貴重なご意見有難うございました。 
先週の緊張した第一回目の例会より、あっという間に一週間が経ちまし

た。その間、サミット中のロンドンでテロによる地下鉄爆発があったり、私

自身緊張したせいか痛風が再発したりと、いろんな事が起こるもので

す。 
ところで、今日の朝日新聞の朝刊に、文化庁の「国語に関する世論調

査」が載っておりました。私自身国語は全くだめですが、敬語の使い方で例えば、「ただいま会長が申さ

れた事に賛成いたします」正しいのは、「言われる」「おっしゃる」の方が無難。「この電車にはご乗車でき

ません」これは「ご乗車になれません」と言うべきだ。この例で誤答が一番多かったのは６０歳以上で、男

女とも６割近かった。文化庁国語課は「日本語ブームが依然続くなか、敬語は大切だとの思いが働き盛り

の層では強まっているが、何が正しいかが分からない悩みが表れている。一方、年配の人たちは、自分

の敬語は正しいと思っているが、実は間違っているという悲観的実態を示している」と分析している。一方

で、若者言葉があります。ビミョー・・・・判断がつかない。ヤバイ・・・・素晴らしい、おいしい等。若い人に好

かれたい人は、一度使ってください。 
新会員候補者を公表させて頂きます。倉持功典（４５歳）です。理事会、職業分類、会員選考両委員会全

てクリアしております。異議申し立てをされる方は、７日以内に文書で幹事まで提出お願い致します。 
７月６日に行われました理事会の決議事項を報告します。 
・ 納涼会について・・・・８月２７日（土） 
・ ８月の休会について・・・・８月１０日（水）定款第５条第１節により、８月３１日（水）は納涼会の振替休会 
・ ボーイスカウト、ガールスカウト助成金について・・・・今年は昨年同様ですが、来年に向けて金額を検

討する 
・ 花火の寄付について・・・・５万円 
・ その他・・・・１クラブ１プロジェクト（水・識字率）のため企画委員会を立ち上げる。 
以上、承認されました。 
 
副会長挨拶 （松村仁寿副会長） 

一年間勉強しながら、青木会長のサポートに一生懸命努めて参りますの

で、宜しくお願い致します。 

 

２００５－２００６年度 事業計画発表  

クラブ奉仕１委員会 （松村仁寿委員長） 

クラブ奉仕１委員会は、職業分類、会員選考、ロータリーファミリー会員

増強、ロータリー情報、ＣＩＣＯの５委員会より構成されております。 
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次の目標を掲げ、実践を呼びかけます。 

１. 会員増強の促進と退会防止 

２. 魅力あるクラブ運営にするために、年数回の委員会の開催 

３. ＩＴ活用によるネットワークの促進 

４. コミュニケーションの重要性 

当委員会に課せられた課題は、正にこれらの目標をいかに実行できるかという事に尽きると思います。ま

た、当委員会の委員長は副会長でもあり、会長を補佐する立場にあります。従って、本委員会は会長テ

ーマ ENJOY ROTARY に、一致協力して迅速に行動する事が肝要と思われます。それと同時に、委員会

も互いに円滑に仕事がこなせるような関係を保ち、誤解や活動の重複を避けるために、意思の疎通を図

ることが必要です。 

 

広報委員会 （山崎善市委員長） 

奉仕の理想に結ばれたロータリー活動は限られたメンバーで行われるため、

ともすれば内輪になりがちで世間への認知もあまり高くありません。具体的な

活動を積極的に広く一般にアピールすることを念頭に広報活動を行います。

活動と一体としての広報であるので、他委員会との連絡を密にして広報ニュ

ースの確保と発表を心掛けて行きたいと思います。 

１. 資料の配布・・・・ロータリーの友、クラブ週報等を市立図書館、水海道

一高、水海道二高に配布 

２. ガバナー事務所への送付・・・・・当クラブの各種事業を行った際の写真

を基に説明を添えてガバナー事務所に送り、月信並びに茨城新聞への掲載の資料としたい。 

 

職業奉仕委員会 （山崎進朗委員長） 

１. 職業奉仕月間における事業 

２. 四つのテストの斉唱 

３. 職場見学会 

４. 会員による各自の職業を示す３分間スピーチを行う 

 

職業分類委員会 （草間春正副委員長） 

最近大幅に変わったロータリークラブの現況と、当クラブの分類表を踏まえ

て昨年度の委員長さんが画期的な分類表を作成してくださいましたので、

本年度はこの分類表に沿い関連する会員増強委員会、会員選考委員会

とも密に連絡を取り、更なる会員増強に努めてまいりたいと思います。 

 

 

 

会員選考委員会 （鈴木邦彦委員長） 

会員に推薦された全ての人について、その人格、職業上および社会的地

位を調査し、次の点に特に留意して会員として適格であるか検討する。 

１. ロータリーの活動・・奉仕・・を理解し、積極的に参加していくことが出来

るか。 

２. 例会に出席する事が出来るか。 

３. 会員としての財政的義務を果たせるか。 
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会員増強委員会 （隅屋祐三委員長） 

ロータリーの奉仕の理想を広める手段として、会員増強は重要であると

認識のもと、適格な会員候補者を理事会に推薦するよう努めて参りま

す。 

１. 本年度の当委員会は、地区ガバナー、会長方針である会員増強達

成を目標とし、職業分類委員会、会員選考委員会と連携を密にしな

がら、会員増加が質の低下につながらないよう意を用い、特に未充

填部門の新会員増強に目を向け活動していきたい。 

２. 会員各位の協力のもと、前期・後期を通じて３名程度の会員増強を図りたい。 

 

出 席 報 告 （染谷正美副委員長） 

会員総数 出席者数 欠席者数 賜 暇 メーク 

４８名 ３４名 １４名 ０名 ４名 

出席率 ７９．１７％ 

 

ニコニコボックス （登坂 寛副ＳＡＡ） 

・残り３５３日、がんばっていきまっしょい。    青木（清）会員 

・今月は、地区の研究会の日程が沢山入ってます。各委員長さんヨロシクお願いします。  熊谷会員 

・今月もよろしくお願いします。    青木（正）会員 

・第一回例会、新世代奉仕地区会議のため、欠席しました。青木・熊谷年度無事スタートしました事、お

喜び申し上げます。   秋田会員 

・ロータリー財団セミナー、北村ＰＧと行ってきました。年次寄付宜しくお願いします。  斎藤会員 

・先週欠席しました。青木会長、熊谷幹事、ご苦労様です。本年度宜しくお願いします。  松崎会員 

・瀬戸親睦委員長、北村副委員長と共に「納涼会」の下見に行ってまいりました。「エンジョイ・納涼会」に

なりますよう務めたいと思います。宜しくお願い致します。   穂戸田会員 

・その他    横山会員 

・例会欠席しました。   角田会員 

・新年度は、例会出席に努めます。   石塚（利）会員 

・早退します。    瀬戸会員 

・本日、近所の付き合いで休みます。    石塚（克）会員 

・ＢＧＭ忘れました。     登坂会員 

・さよならパーティーにお呼びいただき、有難うございました。    渡辺 佑様 

入金計 ￥４２,０００ 累 計 ￥２７３,０００ 

 

 

ロータリー情報委員会より 一口メモ 

七夕「たなばた」:五節句の一つ。年に一度会うという牽牛星、織女星に婦女子が技芸の上達を祈願する。

中国の乞巧奠が日本に伝来したもの。 

 

 

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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夏季交換学生オリエンテーション 
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