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例会報告 Ｖｏｌ 43 Ｎｏ.７（No.２０４７） ８月２４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              ＊オーストラリア夏季交換学生帰国挨拶 

 ＊３分間スピーチ 

ビ ジ タ ー 

オーストラリア夏季交換学生 H・T 君と保護者様 

佐藤様 

神林様 

諸 報 告  

ロータリー情報委員会 （田中正躬委員長） 

委員長の坪田純一氏の司会で配布された資料に基づいて、 

1. Service Above Self 
2. ＣＬＰに良く出る質問 
3. 不平等な世界・貧困・飢餓・識字率 
4. 地区別、クラブ数、会員数、書生会員の推移 
5. 第２８２０地区別、クラブ別、書生会員の推移 
などの情報が伝えられて、増強の方向に進行したが、水海道ＲＣの状況

を発表してきた。 

1. 新入会のしおりを作った。 
2. 家族集会に３年未満の会員と２５年以上の会員で行っている。 
3. 週報に一口メモを載せている。 
4.  
ロータリーファミリー会員増強委員会 （隅屋祐三委員長） 

・新入ロータリアンに対する愛情ある応対 

1. 紹介者、はなるべく隣に座って話題を作る。 
2. 会長・幹事経験者は、なるべく慣れるまで隣に座る。 

・水海道ＲＣだけ８分区で女性会員のいないクラブ 

女性を特別扱いでなく、職業代表として扱う事。 

・一番大事なことは、固い事ばかりでなく、ユーモアを持って楽しいクラブ運

営を。 

 

広報委員会 （山崎善市委員長） 

広報分科会・・・・司会者、池田 新地区広報・雑誌委員長の下 

1. 手続要覧Ｐ17～18 の朗読に始まり 
2. ロータリーの広報の意義について、詳しい説明があり 
続いて、各クラブの事例報告があり、終了。 

なお、今年度開設された「いばらき新聞ロータリー情報館」（毎週水曜日）

への投稿についての説明があった。 

 

新世代奉仕委員会（熊谷 昇幹事） 

８月１７日に事務所にて、今年の活動について、会議を開きました。 

1. ライラセミナーの参加・協力・・・３名を目標に呼びかける 
2. １クラブ１プロジェクトへの協力・・・・福田委員長の参加 
3. 水海道市、谷和原村のボーイスカウト、ガールスカウトへの支援協力 
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次年度に向けて１万円～３万円の減額を先方と話し合う。 

4. 新世代月間について、ローターアクトの呼びかけ。 
 

表 彰 ポールハリスフェロー 

           

青木正弘会員、島田 勝会員、田上秀雄会員、染谷秀雄会員、武藤康之会員 

 

幹 事 報 告  （熊谷 昇幹事） 

週 報 受 理     水戸ＲＣ、水戸西ＲＣ、水戸東ＲＣ、ツウンバＲＣ 

例会変更通知受理      なし 

1.守谷ＲＣ納涼親睦会の案内を先週に続き回覧致します。 
９月２日（金） 午後６時より アサヒビール守谷工場 
午後５時３０分事務所前集合 

2.ライラセミナーのご案内 
 １０月１４日～１６日 
 茨城県立中央青年の家 （新治郡に新治村永井９８７） 
 参加資格・・・・１４歳以上の男女 
 
会 長 挨 拶 （青木清人会長） 
皆様、こんにちは。今日は、ツウンバへの冒険旅行より無事帰国された H 君をゲストとして迎えております。

３名の学生は学校の行事等で欠席ですが、保護者の方がお見えになっております。後ほど、H 君にはた

っぷりと体験談をお話願いたいと思います。 

ツウンバＲＣの週報に交換学生の記事と写真が載っております。インターネットですぐ入手可能で便利な

世の中になりました。ご覧下さい。また、出国の際には佐藤様には、色々とお世話になりました。特にＪＡＬ

のファミリーサービスを教えて頂きました。これは、出国手続きから搭乗までＪＡＬの女性社員が付き添って

くれるサービスです。現地でも同様に入国手続きから出口まで付き添ってくれます。年齢制限がないので、

是非皆様もご利用して下さい。 

さて、本日は何と言っても、つくばエクスプレスの開業です。経済効果が３兆円だの５兆円だのと報じられ

ており、大変期待が膨らむものです。一方で、先週の卓話者の石津さんがおっしゃったように、逆に東京

に流れてしまう、帰ってしまう、都心回帰の“ストロー現象”があるかもしれません。しかし、一時的に人の入

れ替えがあったにしろ、いずれＴＸ沿線でのライフスタイルが人気になるようなきがします。ＴＸ沿線でのラ

イフスタイルを“つくばスタイル”と言うそうです。つまり「チョット知的な、自然との共生のスローライフ」を意

味します。スポーツ、カーライフ、家庭菜園・・・・など身近に楽しめるわけです。また、とかいといなかを組

み合わせて「とないなか」とも言うそうです。経営環境は暫く厳しいでしょうが、是非、谷和原、伊奈、水海

道の変化に期待したいと思います。 

最後に、先週新会員として公表させていただきました、橋本忠昭さんについて意義申し立てがありません

でしたので、正式にアプローチしていきたいと思います。 
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オーストラリア夏季交換学生帰国挨拶 

H・T 君 

こんにちは。僕達は２１日に無事帰国する事が出来ました。オーストラリアへの

ホームステイに行く事が決まってからは、出発の日までがとても待ち遠しくて考

えるだけでワクワクしていました。オーストラリアでの生活は、期待以上に楽しく

て、毎日が幸せな気分で一杯でした。僕がお世話になった家は、理科の教師

の Julian Turner さんという方の家でした。１７歳と１５歳の男の子のいる４人家族

の家でした。この家族は、とても仲が良く、親切で、素晴らしい家族でした。ター

ナーさんの家はとても大きくて、庭も広くプールもありました。大きなスクリーン

で見る専用の部屋があって、僕はラグビーの試合を見せてもらいました。特に、オーストラリア代表ｖｓニュ

ージーランド代表の試合を見れたことが嬉しかったです。スケジュールとしては、殆ど４人で行動すること

が多く、会員の方が毎日のように車で、動物園や遊園地、水族館そして、２泊３日でゴールド・コーストへも

連れて行ってくれました。毎日がとして夢のようでした。ただ食事にだけはビックリでした。毎晩肉で、ラン

チは山盛りのフライドポテトとジュースだけの日もありました。１５日のツウンバＲＣの例会でのスピーチの時

に「I Play Rugby」と言った瞬間「オーッ！！」とどよめいて、僕は思わず「Thank You」と言ってしまいました。

少し気分が良かったです。やっぱりオーストラリアの皆さんは「ラグビーが好きなんだな」と思いました。兎

に角、僕にとってはあっという間の１６日間でした。またチャンスがあったら是非行きたいです。素晴らしい

沢山の体験と思い出に残る最高の夏休みを下さった水海道ＲＣの皆さんに、僕は心から感謝します。本

当に有難うございました。 

S・Y 君 

日本とオーストラリアのロータリークラブの皆様、大変お世話になりました。私達だけでの出国は不安でし

たが、オーストラリアに着いてからは、とても楽しい事ばかりで、数日もすると英語にも慣れ、とても充実し

た旅行になりました。オーストラリアで私が泊めてもらった家は、自分の部屋にテレビ、シャワールーム、ト

イレが付いていて、いい生活をする事が出来ました。どこかへ出来ける時は、ロータリーの人が連れて行

ってくれました。なかでもゴールド・コーストやサンシャインコーストへの旅行はとても楽しかったです。普段

の生活でも、動物園や山などへ行き、後１ヶ月くらい滞在したいと思いました。また行きたいと思います。

日本とオーストラリアの皆さん、いろいろと有難うございました。最後になりましたが、オーストラリアのロー

タリークラブのMr.Ello と Mis.ヤナから、日本のロータリークラブのみなさんへ宜しくと伝言承りました。 

K・R 君 

オーストラリアで一番楽しかったところは、ゴールド・コーストです。海がとても綺麗で日本の海とは大違い

でした。シーワールドでは、見たことのない魚や動物がいました。サンシャインコーストでは、海の砂浜をド

ライブしました。途中に海蛇がいたのでとてもビックリしました。動物園では、たくさんの種類の動物がいて

いっぱい写真を撮りました。ホームステイ先のターナー家の人達はとても優しく、判りやすい英語を教えて

くれてすごく助かりました。分かれるときは悲しかった。短い期間だったけ

れどとてもよい思い出になりました。 

K・M君 

今回のホームステイで、心も体もオージーサイズになりました。出国する

前にオーストラリアの人々は、水を大切にすると聞いていたのですが、そ

んな事はないような気がしました。私のステイ先（デイビッド）が話してくれ

たのですが、「私達は、沢山の水を使います。ツウンバには湖で水を尊ぶ

ための日があるのです。」私はこれを聞いて、オーストラリアの人達は実

は水をとても大切にしている、ということが分かりました。とても素晴らしい

事だと思います。私は、この日本の人達との考え方や意識の違いに世界

の面白さを感じました。このホームステイの間中、色々な場所に連れて行
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ってもらいました。毎日毎日二時間かけてブリスベンに連れて行ってもらいました。長い道のりで少し疲れ

てしまいましたが・・・。そのなかで、特に印象に残っているのは、オーストラリア ZOO とフレイザーアイラン

ド（島）に行くまでの道のりです。オーストラリアZOOでは、沢山の動物たちを見ました。なんと、ここで行わ

れているショーでは、鳥が会場を飛び回るのです。これには圧巻でした。グリーン、レッド、ホワイト等色とり

どりの鳥が宙をまっていました。とてもきれいでした。次に、フレザーアイランドに行くまでの道のりについ

てですが、海岸を通って行きました。海蛇が出現してビックリしました。また、私は車で海岸を走った事が

なかったのですが、この日は海岸の砂浜を車で走って移動してこれが凄く新鮮でした。最後に、オースト

ラリアの空について。日本のように白くもやーっとしていなくて、とても澄んだ綺麗な青色でした。また、夜

は星が良く見えて綺麗で感動しました。オーストラリアには、そのままの自然が多く残っていて日本とは全

く違いました。日本にも自然はありますが、どこか質が違うと思います。その他全ては書けませんが、沢山

の事、物を目で見て体験してくる事が出来ました。この経験、思い出は一生の宝物になる事と思います。

ステイ先の家族もとても親切で、優しくしてくれました。今回のような素晴らしい体験をさせて下さって、誠

に有難うございました。恵まれた環境で英語に触れ合う事が出来て、有意義な夏休みを送る事ができまし

た。本当に有難うございました。 

 

３分間スピーチ 

松村仁寿会員 三妻タクシー 

職業について３分間スピーチをしてくださいとのことですので、ハイ・タク業

についてお話したいと思います。日本のタクシーという乗り物は、１ｋｍ約３０

０円が目安です。この料金は、世界で二番目に料金の高い乗り物です（一

番は宇宙旅行）が、何故か庶民の足として利用されています。それは、初

乗りが２km まで６６０円と乗りやすく設定されているからだと思います。２km

く、また来た風のなかコートの襟を立てて歩く、雨の中を歩く、そんな時タク

シーに乗り６６０円を支払う、其れは決して高くないと思います。 

も猛暑の中、汗を流しながら歩

ハイ・タク業は、親切・丁寧は勿論、お客様に乗車場所から目的地まで、安全かつ不愉快な気分にさせな

いでお送りすることが、私たちの一番の仕事です。 

大串卓会員 大串歯科医院 

歯科医院では、昔は「歯科」という名称でしか診療科目を標榜できません

でしたが、現在は、その他「小児歯科」「矯正歯科」「口腔外科」というよう

に標榜科目が増えました。大学病院などはもっと細分化されており、簡単

に説明しますと、 

保存科・・・・・・歯を保存して治療する 

・ 歯内療法・・・・・歯髄、根端性歯周組織等の治療 

・ 歯周治療・・・・・歯周組織（歯肉等）の治療 

・ 保存修復・・・・・虫歯等、歯の一部欠損の治療、歯に詰め物をする 

補綴科・・・・・・歯列の欠損を補う 

・ クラウンブリッジ・・・・・・歯に被せ物をしたり、少数歯欠損の部分にブリッジを入れる 

・ 局部床義歯・・・・・・・残存歯がある顎に義歯を入れる 

・ 総 義 歯・・・・・・・無歯顎に義歯を入れる 

口腔外科・・・・・抜歯、口腔内軟組織・顎骨疾患、外傷、骨折等の治療 

小児歯科・・・・・乳歯及び乳歯列を中心とした治療 

矯正歯科・・・・・不正咬合を中心とした治療 

主なものは以上ですが、その他、老人歯科、インプラント科、スポーツ歯科、予防歯科なども現在はありま

す。 
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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 

４９名 ３３名 １６名 ０名 ３名 

出席率 ７３．４７％ 

 

ニコニコボックス （石塚克己ＳＡＡ） 

・ツウンバホームステイで、息子がお世話になりました。無事に帰国いたしましたので、御礼のご挨拶に参

りました。    S・A 様 

・ツウンバで子どもがお世話になりました。    K・M 様 

・息子が貴重な体験をさせて頂き有難うございました。ご尽力頂いた方々に心より感謝申し上げます。    

穂戸田会員夫人 

・水海道キッズの皆様、お帰りなさい。     青木（清）会員 

・ツウンバから無事帰国安心しました。北村委員長を始め関係者の皆様のご協力に感謝申し上げます。  

熊谷会員 

・今日、つくばＴＸ開通しました。例会終了後、初乗りをしてきます。参加される方、ご一緒に！！    

青木（正）会員 

・交換学生、無事帰国しました。     北村（陽）会員 

・孫が無事帰国しました。お世話になりました。    長塚会員 

・孫がオーストラリアより無事帰国致しました。大変、お世話になりました。    皆葉会員 

・交換学生の皆さん、お帰りなさい。     染谷（秀）会員 

・４人の交換学生が無事帰ってきました。とても楽しかった様子です。青木会長、熊谷幹事、そして北村委

員長始め国際奉仕の皆々様、本当に有難うございました。    穂戸田会員 

・オーストラリアより無事お帰りなさい。    横山会員 

・長男が結婚する事が出来ました。よろしく。    田上会員 

・娘、水海道小学校金管バンド、県大会にて金賞を受賞しました。    北村（英）会員 

・つくばエクスプレス開通ですね。    倉持会員 

・広報の研究会で、勉強してきました。    山崎（善）会員 

・お世話になります。また、本日早退致します。    島田会員 

・例会欠席しました。    松崎・山野井  各会員 

・ニコニコボックスが目の前にあり、何となく入れたくなりました。また帰国学生さん、ご苦労様でした。   

鈴木（豊）会員 

・地元出身の女優さんにお会いでき、一緒に写真を撮って頂きました。宝物です。   石塚（克）会員 

入金計 ￥６１,０００ 累 計 ￥５５４,０００ 

 

ロータリー情報委員会より 一口メモ 

ＤＬＰ（District Leadership Plan）地区リーダーシップ・プラン：地区レベル、クラブレベルで、ロータリーを強

化する構想で、ガバナー補佐が義務付けされた。ガバナー補佐は、地区の任命者であり、ＲＩの役員では

ない。ガバナー補佐は、現職ガバナーによって毎年任命されるものとし、地区指導者の継続性を図るた

め１年任期を３期まで務めることは出来るが、それ以上であってはならない。 

 

 

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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