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VOL. ４５  No.２２ （通算Ｎｏ．2144） 

                         

2007 年 12 月 26 日（水）例会プログラム 

点鐘                            ロータリーは分かちあいの心 
ロータリーソング              2007－08年度 国際ロータリー会長 
ビジター紹介                     ウィルフリッド J. ウィルキンソン 
出席報告                      
ＳＡＡ報告                         
諸報告                    2007―2008年度 会長テーマ 
幹事報告                     奉仕に熱意 
前期事業報告                        思いやりの心で 
各委員会委員長 

 

  例会報告  Vol.45 No.２１(No.214３） １２月１２日（水）晴れ (司会北村陽太郎委員長) 

本例会での主な事項 

◇会長挨拶 大串 卓会長   ◇前期事業報告  各委員会委員長 

 

 

諸 報 告 

国際奉仕委員会 （五木田利明委員長） 

１２月９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。 

 

幹 事 報 告 （染谷正美副幹事） 

週報受理クラブ 竜ヶ崎ＲＣ、石岡８７ＲＣ 

例会変更クラブ 竜ヶ崎ＲＣ ２００８年１月８日（火） 午後６時より 松泉閣 

  石岡８７ＲＣ １２月２７日（木）、２００８年１月３日（木） 休会 

  稲敷ＲＣ １２月２７日（木）、２００８年１月３日（木） 休会 

 

会 長 挨 拶 （大串 卓会長） 

皆さん、こんにちは。12 月 5 日の理事・役員会の報告をいたします。 

新年会についてですが、従来ツウンバの学生の歓迎会をかねて行

っていましたが、現在、まだツウンバからの連絡がありません。そこで、

移動例会の形で行いたいと思います。 

日時 ： ２００８年１月１６日（水）  ６時３０分より 

会場 ： 糀屋 

IMについて鈴木ガバナー補佐より報告がありました。IMは、松坂実

行委員長のもと、水海道RCがホストクラブになり開催されます。 

日時 ： 2月23日（土）  12時30分より 

場所 ： スターツ研修センター 

内容は、 

１、外部卓話 

2、パネルディスカッション 

  職業奉仕について （広域にとらえての奉仕） 

  司会  鈴木ガバナー補佐 
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  パネリスト  各クラブの職業奉仕委員長 

３、懇親会  盛大に行いたいそうです。 

以上、報告を終わります。 

次に、残念なお知らせがあります。田中正躬会員より、退会届が9月に提出されました。しかし、田中会員

の20有余年の実績などを鑑み田中会員会長時の幹事松村会員や私で賜暇という規定もあるので慰留に

努めましたが、本人のクラブの皆様に迷惑をかけたくないという意思が強く、退会届を受理することになり

ました。田中会員には、健康を回復してクラブに復帰していただけるように祈っています。 

 

前期事業報告 

会員増強委員会  松村仁寿委員長 

当委員会は、松村、鈴木（豊）会員、草間会員３名で構成されておりま

す。前期の経過報告を致します。入会１名、退会１名、会員の入れ替

えがありました。関根会員から樫村会員、荒木会員から藤咲会員、角

田会員から福田会員。前期は増減±０でした。後期は、会員維持に努

めながら増強に励みたいと思います。後期もまた推薦された方が入会

された場合、推薦者に記念品を用意いたしております。皆様の推薦お

待ちしております。 

 

広報委員会  飯塚三夫委員長 

今年の事業計画は大変立派に掲げましたが未だたいした事はしておりま

せん。後期に頑張ろうとおもっています。８月１８日につくばの国際会議

場で行われましたクラブ奉仕研究会に出席した時に「差別語・蔑視語・不

快用語・言い換え語」について書かれたプリントを頂いてきました。私達

がどんなに素晴らしいロータリー活動をしていても一寸した不注意で使っ

た差別語・蔑視語・不快用語でロータリーのイメージが台無しになってし

まいます。そこで、特に気をつけたい言葉を選んでプリントしました。と言

う事ですのでこれを事務局の和久さんに更に大きく読み易いようにプリン

トして頂き全会員にお配りしました。更に五木田国際奉仕委員長と事務

局のお骨折りで１０月１７日付けの茨城新聞ロータリー情報館に当クラブとオーストラリア・ツウンバロータリ

ークラブとの２０年を超える友好クラブとしての交流や短期交換学生の記事が掲載されました。また、本日

１２月１２日付けの茨城新聞ロータリー情報館に、青木正弘職業奉仕委員長企画の職場訪問「警視庁本

部視察」の記事が掲載されました。以上です。 

 

職業分類委員会 小島富雄委員長 

今年事業計画の中で、分類表を基に選出枠の拡大、また未充填部の周知、

そして会員増強・会員選考委員会と連絡を密にして会員の増強をするというこ

とでしたが、前期は残念ながら積極的に活動が出来なかったと思っております。

関根会員から樫村会員、荒木会員から藤咲会員、角田会員から福谷会員が

変わりましたがいずれも分類の枠内でした。後期につきましては、大串会長始

め、増強・選考各委員会と共に活動して行きたいと考えております。 
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会員選考委員会  青木全弘委員長 

新会員として荒木会員が入会されましたが、荒木会員を含め転勤により三

名の方が退会され、それぞれの後任として入会には問題なく、樫村会員、

福谷会員、藤咲会員の三名の方が入会されました。以上報告いたします。 

 

 

 

 

 

 

ロータリー情報委員会  中川莞爾委員長 

１１月７日、１８時３０分よりインフォーマルミーティングを開催しました。第

一回目は、入会５年未満の会員に出席をお願いして、講師はパストガバ

ナーの北村 仁先生に１時間に亘り、内容の充実した次のような講義をし

て頂きました。 

１. クラブライフとは 

２. ロータリーの綱領 

３. 奉仕理念の適用 

４. ロータリークラブの原点 

５. 初期のロータリー思考 

６. 社会奉仕概念の導入 

７. 奉仕理念をめぐる論争 

８. 決議２３―３４ 

９. ２１世紀の社会奉仕の考え方 

１０. 社会奉仕活動実践の原則 

１１. 社会奉仕活動の新しい流れ 

１２. 新世代対策 

１３. 国際奉仕活動との連携 

第２回目のミーティングは、３月頃予定しております。 

 

クラブ管理運営委員会  小島富雄委員長 

円滑なクラブ運営が第一番の原点であるとの事をモットウに活動した訳です。

出席、親睦、ＳＡＡ、プログラム、会報、雑誌、ＩＴの各委員長８名にて構成され

ており、そして目標を掲げさせて頂きました。その中で先ず１番に大事な、クラ

ブ例会の出席は「クラブ奉仕の第一歩」であるこの事を各委員会の人達が活

動を始め努力してくださいました。この件につきましては、出席委員会を始め

とする各委員会にクラブ例会を理解していただきその結果、例会出席率が９

月末現在平均で９６．５６％という出席の向上に繋がったのでなかろうかと思い

ます。クラブ例会場においてのプログラムは勿論の事、７つの委員会構成の

中順調にクラブ活動を行っていると思うのであります。ＳＡＡについては、大串

会長の方針でありますところのニコニコボックスの資金協力、１２月５日現在１,

１４５,０００円予定通りの活動をしているところです。終わりに出席委員会を始めとする各委員会皆様の協

力を頂きながら、後期も円滑なクラブ管理運営を遂行したいと思います。宜しくお願いします。 

 



THE WEEKLY REPORT 

 5 

親睦活動委員会  穂戸田好範委員長 

９月に納涼会の開催 ５９名の参加を頂きました。 

１０月には職業奉仕委員会主催の職場見学会後の懇親会の担当、 

今週末の４５周年記念式典後の祝賀会の担当をさせて頂きます。タヒチア

ンダンス、抽選会と盛りだくさんの企画をしておりますので皆様方宜しくお

願い致します。後期も会員の皆様の親睦交流が出来ますよう委員会一同

頑張りますので宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

プログラム委員会  北村陽太郎委員長 

皆様のご協力のもと、外部卓話等のご紹介も頂き前期無事に終了する事

が出来たと思います。後期に向かって委員会を開きいくつかプランを立

てましたので、これに向かって頑張っていきたいと思います。今後と宜しく

お願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

出 席 報 告 （橋本忠昭副委員長） 

会員総数 出席者数 欠席者数 賜暇 メーク 出 席 率 

５０名 ３４名 １６名 ０名 ９名 ８６．００％ 

 
ニコニコボックス（海老原良夫ＳＡＡ）               入金計 ￥16,000  累計￥1,161,000 
４５周年宜しくお願い致します。  大串・島田  各会員 

大串会長に褒められました。  鈴木（豊）会員 

休みが続きました。これからは真面目に出席します。  青木（清）会員 

欠席が続きました。年の瀬となり何かとお忙しいとは存じますが、ご自愛なされ良い年をお迎え下さい。  

福田会員 

平安堂がプラザから元々の栄町店に戻りました。引き続き宜しくお願いします。  海老原会員 

その他  横山会員 

例会の出だし間違えました。  武藤会員 

早退します。  二本松会員 

例会欠席します。   会村会員 

例会欠席しました。  染谷（昭）会員 

 

 会報委員会 委員長 松坂興一  副委員長 登坂 寛  委員  石塚利明  
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平成１９年１２月１５日（土）於：デサ・ジルポトレ 
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