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例会報告 Ｖｏｌ ４４ Ｎｏ．２１（Ｎｏ．2104） １２月１３日（水）晴れ (司会石塚克己委員長） 

本例会での主な事項 

◇会長挨拶   松村仁寿会長 

◇前期委員会事業報告  各委員長 

◇国際奉仕・ロータリー財団合同研究会報告  斉藤広巳国際奉仕委員長 

ビ ジ タ ー 

米山奨学生 陸 洪省さん 

誕 生 祝 

   

≪会員≫隅屋祐三会員    

≪配偶者≫斉藤会員  

 

諸 報 告 

親睦活動委員会 （北村英明委員長） 

新年会及び歓迎会のお知らせ 

日  時：１月１３日（土） 午後６時３０分開宴 

場  所：満月 

会  費：２０００円／１人 

 

国際奉仕委員会 （斉藤広巳委員長） 

来年１月１１日より１月２４日までツウンバより男女各１名、２名の学生さんを受け入れます。ご協力よろしく

お願い致します。 

１２月２日（土）国際奉仕・ロータリー財団合同研究会に参加して来ました。ご報告いたします。 

国際奉仕総括委員長・・・身の丈にあった活動をする。海外との交流を積極的に活動する。 

Ｒ財団総括委員長・・・・・Ｒ財団の生い立ち、背景、世界平和に貢献している。 

ポリオ委員長・・・・・・・・・４つの国でポリオが発生している。ロータリーカードの活用をして欲しい。 

また、マッチンググラント、ＧＳＥ、国際親善奨学生の紹介・挨拶、ＷＣＳのこの指とまれ、フィリピン歯科診

療の報告等がありました。 

最後に北村国際奉仕カウンセラーより、国際奉仕は世界平和に大きな役割を果しているという話で研究

会が終了しました。 

 

幹 事 報 告 （青木正弘幹事） 

週 報 受 理 藤代ＲＣ、石岡８７ＲＣ 

例会変更通知受理 藤代ＲＣ １２月２５日（月） 午後６時より 龍ヶ崎市 アルシェ 

                    Ｈ１９.１月１日（月）休会、１月８日（月）休会 

                    １月１５日（月）午後７時より サルデーレ 

   稲敷ＲＣ １２月２１日（木）午後６時３０分より パレス歌舞伎 

                    １２月２８日（木）休会  Ｈ１９.１月４日（木）休会 

                    １月１１日（木）→１月１４日（日）午後６時３０分より 川波美 

             石岡８７ＲＣ １２月２１日（木）午後７時より 稲吉屋 

                     １２月２８日（木）休会  Ｈ.１９．１月４日（木）休会 
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会 長 挨 拶 （松村仁寿会長） 

理事会報告 

１. ツウンバより２名の学生が来日されます。 

ステイ先は男子・・・武藤会員宅、穂戸田会員宅    女

子・・・・横山会員宅 

２. 新年会及び歓迎会・・・・１月１３日（土） 詳細につきましては親睦

委員会より報告があります。 

３. 地区委員推薦・・・・青木清人会員、熊谷 昇会員、瀬戸隆海会

員 

４. 振替休会 

１月１３日（土）新年会及び歓迎会→１月１７日（水） 

２月１１日（日）水谷 修先生講演会→２月１４日（水） 

２月２４日（土）ＩＭ→２月２８日（水） 

クラブ総会 

次年度理事役員の発表を致します。 

役員・・・・大串 卓会員、秋田政夫会員、小島富雄会員、田上秀雄会員、染谷正美会員、海老原良夫会

員、松村仁寿会員 

理事・・・・角田雅宣会員、山野井周一会員、五木田利明会員 

                                      ・・・承認・・・  ありがとうございます。 

『生きること』は、単に呼吸をすることではなく、「活動する」ことである。常に何かを聞き、常に何かを考え、

常に何かを学ぶ。これが人生の真の生き方であると思います。 
この世は、興味あるもので満ちている。こんな素晴らしい世界で、だらだらと人生を送るのはもったいない。

今こそ「人生」という素晴らしい冒険をこの地球上で行える唯一の機会である。だから、できる限り豊に幸

福に生きる計画を立て、実行することだと思います。 
 

前期事業報告  

会員組織委員会 大串 卓委員長 
当委員会は５つの委員会で構成されております。 
委員会の活動内容については、これらか各委員長さんより詳しい説明

があると思います。前期各委員長さん、委員の皆さんにいろいろとご協

力有難う御座いました。後期もよろしくお願いします。１番の目標は会

員増強ですので、皆様方のご協力よろしくお願い致します。 
 
 
 

 
会員増強委員会 染谷秀雄委員長 

ただ今、３名の推薦をしておりますが、入会までには至っておりません。

なかなか情報不足で石下地区でも何名か増強したいと思ってはおりま

すが、思うようにはいきません。 
推薦から入会するまでは携わってみてとても難しいということが良くわ

かりました。皆さんのご協力無くしてはとても難しいと思いますので、こ

れらかもよろしくお願い申し上げます。 
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広報委員会 瀬戸隆海委員長 
先日石下小学校で行われました国際交流で２名の講師を派遣し、取材に

来ていただきました。なかなかＲＣの活動についてはどのような形で広報で

きるか考えておりますが、今度皆葉実行委員長のもとで行われます、水谷

先生の講演について、広報をつうじてもっともっとロータリーのことや事業

等を広めていきたいと考えおります。後期もよろしくお願いします。 
 
 

 
職業分類委員会 草間春正委員長 

本日、幹事より１名の推薦紹介がありました。他にも推薦予定者があるよう

で今後の増強に期待したいと思います。 
 
 
 
 
 

会員選考委員会 北村 仁委員長 
３名の方の審査をいたしました。すべてにおいて問題なしということで、理

事会にお返しいたしました。推薦がありませんと委員会が忙しくありません

ので、皆様のご協力よろしくお願いします。 
 
 
 
 
 

ロータリー情報委員会 青木全弘委員長 
・ 在籍３年未満及び２５年以上の会員の方々全員参加による家庭集

会を開催し、北村ＰＧのご指導により主にロータリーの綱領、ロータ

リー財団についての勉強会を実施した。 
・ ロータリー情報について週報に掲載した。 
 
 
 

クラブ管理運営委員会 島田 勝委員長 
当委員会は、出席・親睦活動・ＳＡＡ・プログラム・会報・雑誌・ＩＴの６つ

の委員会で構成されており、クラブ運営の原点であり大変重要な役割

持っております。各委員会においてもその重要性を充分に認識され、

前期の計画に沿って活動されまして大変順調に運営することが出来ま

した。 
後期も前期同様、会員皆さんのご協力を頂きながら、各委員長と連絡を

密にして進めていきたいと思います。 
 

 



１２月は家族月間です 

 5 

出席委員会 染谷正美委員長 
出席委員会は、会員皆様方の出席状況を記録し、諸大会や各種の事業

に積極的に参加をしていただき、そしてメークアップへの奨励をし、出席

率が上がるよう活動して参りました。結果、皆様方のご協力により前期は概

ね良い成績が得られたと思います。ガバナー公式訪問では、出席率向上

に週報を届けるクラブもあると聞き、後期活動の参考にして出席率１００％

表彰者がたくさん出るよう努力して参ります。 
 

親睦活動委員会 北村英明委員長 
前期９月に納涼会、１２月にクリスマス忘年会を実施いたしました。 
後期は１月に新年会、３月～５月には観劇会と親睦ゴルフを予定しておりま

す。多数のご参加をお待ちしておりますので、ご協力よろしくお願い致しま

す。 
 
 
 

 
ＳＡＡ 登坂 寛委員長 

・ ニコニコボックスに関して、年間目標に対し現在 1,127,000 円と約半

分には達しましたが、前年同期と比較すると約 94％と 6％の減であり、

個々人の金額も多い方少ない方かなりの開きがあります。後半もより一

層のご協力を、特に前半期自分はちょっと少なかったかなと思ってい

る方のご協力をお願いいたします。 
・ 弁当手配に関しては、欠席連絡の漏れが大分少なくなり現在まで余り

なしの回数が５回出ておりますが、余りの総数としては４２個で例会平

均 2．１個となっております。より一層余りを少なくするため欠席連絡について後半期も引き続きご協

力をお願いいたします。 
・ 例会場の設営に関しては、余り座席の撤去等、早く来た会員の方に手伝って頂いたりしました。ご協

力有り難うございます。 
・ 食事の際のＢＧＭ、時々忘れることがあります。後半期は気をつけます。 

 
プログラム委員会 石塚克己委員長 

1. 前期例会プログラムは、新年度クラブ運営上の慣習事項を引継ぎ、 
・会長経験者卓話 ・４名の外部卓話 ・地区ロータリアン始め地域の方々

をお招きすることが出来ました。会員の皆様に御礼申し上げます。 
2. 後期は、会員卓話・外部卓話が主となりますが、引き続き会員の皆様

のご協力を頂き、明るい例会を目指して参りたいと思います。 
 
ＩＴ委員会 石塚克己委員長 
１. 主な事業に地区ホームページに水海道ロータリークラブ便りとして話題

を何度か提供しました。また、クラブ事務所に専用のパソコンを購入していただき、ＨＰ作成協力隊を

発足し、後々のＩＴ推進の契機を作りました。 
２. 講演会事業等で今のところ小休止ですが、後期はＩＴの裾野をもっと広げて行きたいと思います。 
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雑誌委員会 福田克比古委員長 
月初にロータリーの友の紹介を致しました。 
また、友を常総市役所、図書館、水海道一高、二高、石下支所、交流セン

ター、石下高校に配布しました。 
 
 
 
 

奉仕プロジェクト委員会 青木清人委員長 

ＣＬＰの導入によりできた委員会ですが、小さなクラブにとっては有効な委

員会かもしれませんが、当クラブにおいては特別必要なものでもないかと

思います。迷惑をかけないことを目標にしておりますので、後期もよろしくお

願いします。 

 

 

 

 

出 席 報 告 （染谷正美委員長） 

会員総数 出席者数 欠席者数 賜暇 メーク 出 席 率 

４８名 ３７名 １１名 ０名 ５名 ８７．５０％ 

 

ニコニコボックス （登坂 寛ＳＡＡ）        入金計  ￥４０,０００   累計  ￥１,１２７,０００ 

誕生祝御礼≪会員≫隅屋会員   ≪配偶者≫斉藤会員 

忘年会、多数の参加ありがとうございました。  松村会員 

楽しい忘年会でした。親睦委員会の皆さんご苦労様でした。会員各位のご協力ありがとうございました。 

青木（正）会員 

忘年会ご苦労様でした。  大串会員 

忘年会お世話になりました。  島田・石塚（克）  各会員 

親睦パーティー、お楽しみ頂けましたでしょうか？お蔭様で盛大に無事終わりました。今後のイベントもご

参加よろしくお願いします。                            北村（英）会員 

親睦委員会様、ご苦労様でした。   青木（清）会員 

クリスマス忘年会、ご苦労様でした。  熊谷会員 

忘年会、親睦委員の皆様ご苦労様でした。  角田会員 

クリスマス忘年会、お世話になりました。  瀬戸会員 

忘年会ご苦労様でした。途中退席させていただきました。  鈴木（豊）会員 

忘年会休ませていただきました。  飯塚会員 

休みました。１２月２日（土）国際奉仕・財団合同研究会に参加して来ました。  斉藤会員 

鈴木先輩、おくればせながら頑張ってください。  五木田会員 

例会欠席しました。  山野井会員 

急用が出来たため早退させていただきます。  海老原会員 

 

会報委員会  委員長 角田雅宣   副委員長 北村 仁   委員 山崎善市 
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   １２月９日（土） 
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