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例会報告 Ｖｏｌ 43 Ｎｏ.４２（No.2082）６月２１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年度事業実績報告 

                               各委員会委員長 

              

諸 報 告 

次年度より （青木正弘次年度幹事） 

７月５日（水）例会終了後、理事・役員会を開きます。理事・役員の方宜しくお願いします。 

 

幹 事 報 告  （熊谷 昇幹事） 

週 報 受 理      水戸ＲＣ、水戸南ＲＣ 

例会変更通知受理      藤代ＲＣ  ７月１日より 毎月第三月曜日のみ １９時より例会  

     場所：サルデーレ 取手市清水甲 296-1 ℡ 0297-83-6151 

     ７月１７日（月） 休会 

 

会 長 挨 拶 一年間を振り返って （青木清人会長） 
皆様、こんにちは。 
本日をもってこの例会場での例会は最後となりました。一年間、長い様

でやっぱり長いものでした。 
今、一年間の出来事、思い出が走馬燈のように駆け巡っておりますが、

私にとって、この一年は生涯忘れる事の無い貴重な一年でした。なんと

か完走できましたのも、会員の皆様のご協力の賜と感謝申し上げます。 
クラブテーマ「ENJOY ROTARY」楽しんでいただけたでしょうか？ 
クラブ目標として ①楽しい例会・・・・外部卓話の充実 
           ②ロータリーの公共性向上・・・・地域社会の為に 

③国際親善・・・・国際奉仕 
を設定させていただきましたが、全ての委員会の活発な事業展開により、私としては十分満足のいく成果

があったと思います。 
全ての委員会に感謝申し上げますが、仮に ENJOY ROTARY賞を授与するならば、 
・親睦活動委員会・・・・納涼会、クリスマスパーティー、観劇会の卓越した企画、参加家族の増加 
・ＳＡＡ・・・・・毎週の例会場の設定、バックグランドミュージック等のアイデア、ニコニコ達成 
・プログラム委員会・・・・重点目標の外部卓話の充実 
・社会奉仕委員会・・・・１クラブ１プロジェクトの完遂、国際交流友の会バザー、グランドゴルフ（水海道・

谷和原） 
・国際奉仕委員会・・・・ツウンバへの派遣・受入、ＧＳＥ（トルコ）受入、ＷＣＳ、タイ訪問 
です。 
また、先輩会員には適切な心暖まる助言を頂き、若手会員には、汗水を流して頂きましたこと御礼申し上

げます。水海道クラブのバランスがとれた素晴らしいクラブである事を実感いたしました。会員の全ての皆

様、事務局の和久様、そして一年間パートナーとして頑張って頂きました熊谷幹事にもう一度感謝・御礼

を申し上げます。 
そして、次年度松村・青木年度に期待を含めて、元経団連会長平岩外四氏の言葉をかり、「会長職 タフ

でなければ 務まらない、しかし 優しさがなければ 資格なし」を贈る言葉とさせていただきます。活躍を

ご祈念申し上げます。 
それでは、「ENJOY ROTARY」を閉幕致します。一年間本当に有難うございました。 
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幹 事 挨 拶 熊谷 昇幹事 

青木会長より頼まれて引き受けた幹事の大役でしたが、委員長さんたち

に先週今週と実績報告をしていただきましたが、その活動の裏方として支

えていく事が幹事の仕事だろうと、それで委員長さんたちが精一杯色々

な活動をしていただいたお蔭で、一年間過ごせたのかと思い感謝申し上

げます。とりわけ会員の皆様には、それぞれの事業に積極的に参加して

いただき、青木・熊谷年度を支えていただき御礼申し上げます。 

１年間を振り返りますと、当初予定になかった米山奨学生が１０数年ぶり

に尋ねてくれたこと、１年交換学生、米山奨学生、楽しい例会ということで

赤穂浪士の話、デーブ大久保氏の話等なかなかメリハリのある一年だったと思います。長い様で短かった、

短いようで長かった一年でした。次年度にバトンをつなぐ事が出来て良かったと思います。事務局の和久

さんには、一年間色々なところで支えていただき感謝申し上げます。 

４３年というクラブの歴史は重たいもので、背中にロータリー旗、国旗をしょってお話するのもそうできる事

ではありません。このような機会を与えて下さり本当に有難うございました。 

 

２００５－２００６年度事業実績報告 

出席委員会 白井 豊委員長 

当委員会は、今年度下記の事業計画のもと活動を推進し、会員の義務である出席率において常に当地

区内で上位を占める成績を残す事が出来ました。会員各位のご協力に感謝致します。 

１． 出席し易い環境作りに努める 

２． あらゆるロータリーの会合（地区大会、ＩＭ等）への参加を勧める 

３． 近隣クラブの例会日、例会場の情報を提供し、メイクアップの積極的な奨励 

４． 出席率１００％会員の表彰を行う 

５． 連絡なし欠席を無くすように努める 

 

ＳＡＡ 石塚克己ＳＡＡ 

・ 会員の皆様のご協力で年間通して水海道ロータリークラブに相応しい気品節度ある例会設営が出来

たように思います。 

・ 特に、毎回皆様から沢山のメッセージをニコニコボックスに頂き、目標額を達成できましたことに対し

て心から御礼申し上げます。 

・ 今年度から実施した食事中のＢＧＭの効果で会話や歓談が賑やかになってようにも思います。また

出席数と照らし合わせ、座席のレイアウトを工夫し、会員、ゲストの方々が着座し易くした事など取り組

みました。 

・ お弁当の余りゼロを目指してきましたが、平均２～３個出ました。次年度何卒万全の連絡をお願いし

ます。 

 

職業奉仕委員会 山崎進朗委員長 

長い間お世話になりました。これからは、職業奉仕に専念したいと思いま

す。 

１． 水海道ＲＣの会員の職業卓話を頂き、各々の職業人としての事業内容、

考え方を伝えていただきました。資料のみの提出者もあり、地区に提出

し取りまとめをお願いしました。 

２． 四つのテストの唱和 
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広報 山崎善市委員長 

古いクラブですが、若さあふれるメンバーに満ち、活発な活動をする皆さん

の後を追いかけて過ぎた一年ではありました。 

各委員会よりの情報発信もスムースになり、効率も上がって参りました。特

に茨城新聞等のメディアの受け皿の整備により大いに手応えが感じられま

した。併せて、雑誌委員会、クラブ会報委員会の骨折りにより、ロータリー

の友、クラブ週報を市役所、私立図書館、水海道一高、水海道二高への

配布を続けて参りました。 

 

 

ロータリー情報委員会 田中正躬委員長 

各種情報を会員に伝え、新入会員にはロータリーに関する知識を深めるた

め、次のことを行った。 

１． クラブ会報に、毎回数行のミニ情報を載せた・ 

２． ２００５年９月２１日、入会３年未満の会員と、２５年以上の会員による「家

庭集会」を行った。ロータリーの奉仕活動、歴史、組織についてクイズ

形式で和気藹々と勉強しあった。 

 

社会奉仕委員会 染谷秀雄委員長 

社会奉仕委員会では、昨年まで行われてきた事業を継続したほか、萩原ガ

バナーが強調事項として掲げてきた識字率向上を目的とした事業を企画し、

会員の皆様にご協力いただき実行することが出来ました。 

１． 赤い羽根募金運動の実施 

２． グランドゴルフ大会の実施  

水海道大会・・・・参加者１２０名（Ｈ１７．１０月２３日） 

    谷和原大会・・・・参加者１０２名（Ｈ１８．５月２１日） 

３． 識字率向上を目的とした事業の実施 

識字率向上の事業を行ううえで、外国籍の人口、地域内での問題、日本語

講座を実施している団体など調査研究し、事業を実施することが必要と考え、社会奉仕委員会が中心と

なり企画委員会を組織し事業を企画、実施しました。 

 

ロータリー財団 斉藤広巳委員長 

ロータリー財団の使命は、地域レベル、全国レベル、国際レベルの人道的・

教育的・文化交流プログラムを通じて、ロータリーの綱領とロータリーの使命

を遂行し、かつ世界理解の平和を達成しようとする国際ロー利他―の努力

を支援する事である。とありますが、これを会員の皆様方にご理解・協力頂

きクラブ会長より年度スタートにワンポイントメッセージを頂いた、１人１３０ド

ル（クラブ目標１万ドル）ＲＩ会長賞に挑戦、１クラブ１人のベネファクターとい

う目標を達成する事が出来ました。また、ワンコイン寄付についても継続事業として、一年間続けることが

出来た事を、全会員の皆様に深く感謝申し上げます。 
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米山奨学会 田上秀雄委員長 

米山奨学会は、ロータリー所在国からの外国人留学生に対して奨学金を

支給し、ロータリーの理想とする国際理解と、親善に寄与する事を目的とし

ています。 

当クラブでは、筑波大学生の孫 洋さんを迎え、カウンセラーである私とクラ

ブ会員全員での対話と親睦の機会を数多く持つことが出来ました。 

９月には、「私の故郷－中国瀋陽」と題し、孫 洋さんに、さらに１０月の米

山月間の例会に孫 洋さんと留学生の時 亮さんに「日本の留学生活」と

題し卓話をしていただきました。 

寄付につきましては、普通寄付１９２,０００円、特別寄付１,１６０,０００円と合計1,３５２,０００円となりました。

今回８名の功労者を出す事が出来ました。これもひとえに会員皆様

の米山奨学会に対するご理解の賜と御礼申し上げます。一年間ご

協力有難うございました。 

 

プログラム委員会 武藤康之委員長 

クラブメンバー皆様のご協力により、滞りなく例会を行う事が出来まし

た。一年間有難うございました。 

 

 

 

出 席 報 告 （白井 豊委員長） 

出席率 ８９．８０％ 

 

ニコニコボックス （石塚克己ＳＡＡ） 

「ENJOY ROTARY」ご協力有難うございました。つたない「会長挨拶」にもお付き合い有難うございました。

全ての会員の皆様に感謝・御礼申し上げます。   青木（清）会員 

１年間有難うございました。お蔭様で無事に任務を終えることが出来そうです。   熊谷会員 

青木会長・熊谷幹事、ご苦労様でした。また来年も今年同様宜しくお願い致します。  松村会員 

青木会長、熊谷幹事一年間お疲れ様でした。１日、２日ゆっくりお休み下さい。そして次年度に備えて下さ

い。日年間お世話になりました。次年度も宜しくお願いします。  青木（正）会員 

青木会長・熊谷幹事、１年間ご苦労様でした。   皆葉会員 

青木会長・熊谷幹事、一年間ご苦労様でした。そして大変お世話になりました。   島田会員 

青木会長・熊谷幹事、１年間ご苦労様でした。   大串会員 

１年間、プログラムへのご協力有難うございました。   武藤会員 

プログラム委員会、１年間ご協力有難うございました。   秋田会員 

１年間、出席の協力有難うございました。   白井会員 

親睦委員会、一年間お世話になりました。   瀬戸会員 

一年間有難うございました。親睦委員会で楽しませて頂きました。７月以降も宜しくお願いします。   

北村（英）会員 

会長・幹事、１年間ご苦労様でした。  染谷（正）・横山  各会員 

例会欠席しました。一年間お世話になりました。   染谷（秀）会員 

会員総数 出席者数 欠席者数 賜 暇 メーク 

４９名 ４１名 ８名 ０名 ３名 
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青木会長、熊谷幹事、お疲れ様でした。   穂戸田会員 

今日を除いて「後１つ」に来ましたね。会長さん、幹事さん、ご苦労様でした。  角田会員 

永い間、お世話になり有難うございました。   山崎（進）会員 

いよいよ例会（日中）最後の日、すみません早退させてください。   五木田会員 

例会欠席しました。   田中・橋本  各会員 

青木会長・熊谷幹事、１年間お世話になりました。   和久事務局 

１年間お世話になりました。来年もＳＡＡとして宜しくお願いします。  鈴木（豊）会員 

１年間お世話になりました。７月以降もＳＡＡとして宜しくお願い致します。   登坂会員 

青木（清）・熊谷年度お疲れ様でした。会員皆様のニコニコご協力に感謝申し上げます。  石塚（克）会員 

入金計 ￥９４,０００ 累 計 ￥２，０７６,０００ 

 

ロータリー情報委員会より 一口メモ 

レクリエーション関係には：アマチュア無線、ブリッジ、カヌー、ゴルフ、スキー、スキューバ・ダイビング、ワイ

ン、ヨット、ナンバープレート収集、ロータリーの切手収集など多彩なグループがある。 

専門分野のグループ：災害管理者および対応担当者、編集者および出版業者、弁護士、内科医、形成外

科医、養鶏産業、タイヤ業者、中等教育、工学および応用科学に携わる専門家など多岐にわたる分野のグ

ループがある。 

 

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 

 

 

2006～07 年度 地区委員会研究会日程表  

日付 研究会 開催場所 時間 

２００６年 ７月 

８ 土 新世代奉仕委員会 つくば市 国際会議場 10：00～ 

９ 日 ロータリー財団研究会 つくば市 ホテルグランド東雲 9：30～ 

１７ 月 職業奉仕研究会 水戸市 三の丸ホテル 9：30～ 

２２ 土 クラブ管理運営研究会 つくば市 国際会議場 未定 

２３ 日 米山奨学委員長・カウンセラーセミナー 水戸市 三の丸ホテル 未定 

３０ 日 国際奉仕研究会 水戸市 水戸プラザホテル 未定 

２００６年 ８月 

５ 土 会員組織研究会 水戸市 三の丸ホテル 10：00～ 

６ 日 社会奉仕研究会 水戸市 三の丸ホテル   

 


