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例会報告 Ｖｏｌ ４４ Ｎｏ．３９（Ｎｏ．2121） ６月２０日（水）晴れ (司会石塚克己委員長） 

本例会での主な事項 

◇一年間を振り返って 

◇２００８年度 国際親善奨学生挨拶 

ビ ジ タ ー 

２００８年度 国際親善奨学生 七尾由美子さん 

 

幹 事 報 告 （青木正弘幹事） 

週 報 受 理 なし 

例会変更通知受理 なし 

 

２００８年国際親善奨学生挨拶  七尾由美子さん 

自分の得意な英語と文章を書く仕事をしたいと思い、また大学で法学部に在籍

したこともありましたので、法律関係の仕事に携わりたいと思いイギリスを希望し、

法学修士を取得したいと考えております。留学は、２００８年９月から始まる学期

に参加したいと思っています。それまでの間、ご指導を頂いたり、お世話になる

かと思いますが、宜しくお願い致します。 

 

一年間を振り返って  

松村仁寿会長 

皆様、こんにちは。七尾さんようこそいらっしゃいました。２００８年度国

際親善奨学生おめでとうございます。 

来ては欲しくない日が、とうとうやって来てしまいした。昼間の例会は、

今日で最後であり残す所６月２７日のさよならパーティーのみとなりまし

た。安堵感と寂しさが、入り混じった複雑な心境でありますが、エレクト

時代からの、１年６ヶ月間と言うものは、「会長、すごい、すごい、本読

んでるよ」、言われながらも、「ガンバレ、ガンバレ」と、自分に言い聞か

せながら、読んだ事の無い本を読んだり、いろんな意味で勉強させて

頂き少しは皆様に近づけたかなぁ・・と思っています。 

そして、後１年と言いたいのですが、ＲＣの単年度制こそ新鮮な気持ちで、新しい年度がスタートを切れる

わけで、次年度、大串、田上年度に今年の良かった処、反省点を引継いて頂きたいと思います。会員の

皆様、事務局の和久さんには、大変なご支援ご協力を頂き、何とか無事に終わることが出来ます。感謝の

気持ちで一杯であります。本当に有り難う御座いました。 

ここで、一年間を振り返って一つ一つの事業を揚げることを考えておりましたが、先に、各委員長、又幹事

よりお話が有りましたので、この場で詳しく述べる事は割愛させて頂きますが、７月５日、青木ＩＰＰより、襷

を架けて頂き、初例会緊張した一日で始まり、８月は、ツウンバへの交換学生送り出し（３名）、９月は、手

作りの現況報告書の作成、家族親睦納涼会、守谷ＲＣ合同納涼会(１６名参加)、１０月は、守谷ＲＣへのメ

イクアップ（８名参加）、ガバナー公式訪問、市内岡田小学校訪問（世界に羽ばたく児童の夢をテーマに

五カ国の人の参加）、水海道クラブ主催の第４回グランドゴルフ大会(２００名参加)、１１月は、ライラセミ

ナー(３名参加)、オーストラリアからお客様（一年交換学生、ケリーさん家族）と、飯塚会員宅でウエルカム

パーティー（１７名参加）、１２月は、国際交流友の会への協力、家族親睦忘年会、1 月は、ツウンバからの

交換学生受け入れ（3 名）、2 月は、今年度の、テーマの下、水谷修先生の講演会(１０００名)は、地域を挙

げての活動に繋がり大いに水海道クラブを、アピールする事が出来ました。このように、次から次へと思い

出が走馬灯のように浮んできます。今となっては、全てが楽しい思い出となっております。これも、ひとえに
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各委員長始め、会員一人一人の絶大なるご支援を受けてほぼ当初の目標は、達成出来たものと自負し

ております。これも会員皆様のお陰と感謝致しております。 

さて、この場を借りて是非お礼の言葉を述べさせて頂きたい人がおります。その人は、青木幹事でありま

す。当初、松村で大丈夫か、一年間持つのかと、皆様心配して下さいましたが、それを彼は、見事に持ち

まえの気配りと、迅速な行動力で、誰もが認める立派な幹事役をこなし、私を助けてくださり今では、会長

を越える評価を頂いております。このように、女房役である幹事に恵まれ何の心配も無く、一年間持ち応

えることが出来ました。この場を借りて、青木幹事に御礼を申し上げます。本当に有り難う御座いました。も

う１人、それは、事務局の和久さんです。事務手続きなど、クラブの縁の下の力持ちと申しますか、任せて

安心の出来る人でした。また、会長挨拶の原稿も、和久さんとメールのやり取りをしながら、アドバイスを頂

き、ネタも切れずに涼しい顔で一年間を通してやり遂げられたのも、和久さんのお陰と感謝しております。

有り難う御座いました。 

そして、この第２８２０地区の中でも、評判の高い水海道クラブは、本当にバランスのとれた、そして、ロータ

リーへの取り組み方も、皆様が一丸となって、協力体制が出来る素晴らしいクラブであります。やはり４４年

の歴史を持ったロータリークラブは、違いの分かる大人のクラブだと思います。このようなクラブに、籍を置

くことが出来そして、会長までやらせて頂き本当に幸せ者だと思っております。 

最後に、次年度の大串会長、田上幹事には、恩返しのつもりで、一年間協力をさせて頂きます。そして、

鈴木ガバナー補佐には、セクリタリーとして、手、足の如く、喜んでご奉公させて頂きます。どうか、次年度

へも、今年同様、皆様のご支援、ご協力をお願い致し、一年間のお礼の言葉と致します。有り難う御座い

ました。 

 

青木 正弘幹事 

まず１年間を振返る前に１年間ご協力を頂きました会員各位、和久事

務局、そして私をリードして頂いた松村会長にまずもって感謝を申し上

げます。 

私は昨年の今頃、様々な思いが交差するなかで、ある程度開き直りの

気持ちと言うのでしょうか「始まってしまえばどうにかなると」との考えで７

月のスタート迎えました。 

今この席に立ちまして、１年前幹事として最初のご挨拶で「行動力のあ

る松村会長の後ろ姿を見失なわないように、後ろをしっかり付いていく」

と話をさせて頂いた事を思い出しておりますが、始まってみれば、そのような心配はどこやら、松村会長は

「人が立場を作り、立場が人を作る」と言うまさにその通りで、もちろん本人は「自分の真の姿が出ただけだ

と」申してますが、「気配り・決断力・行動力」で見事に会長としての役目を果たされました。 

７月、新年度のスタートと共に各委員会が委員長さんを中心に計画された事業を順調に消化して行くのを

見ていると、流石に歴史のあるクラブだと「地区からも、分区からも頼りにされる「任せて安心水海道クラ

ブ」なのだと改めて実感いたしました。 

幹事としての幾つかの失敗も会長、事務局、会員各位に助けられ何とか大事にならずに例会やそれぞれ

の事業を消化出来た事、皆様の寛容の心に改めて感謝を申し上げます。 

今年度、掲げたテーマ「心の中にロータリーを・地域と共に」を、どの様に実践するか松村会長と何度も話

し合いを重ね、次代を担う子供たちの為に体を張って活躍されている水谷 修先生の講演会を開催する

ことで、地域の皆様に喜んで頂きロータリークラブの活動に理解を頂きたいと考えました。 

開催にあたり、実行委員会を組織し準備活動に入りましたが、準備期間の短い中で予定した会場の変更

等もあり実行委員会の皆様には大変なご苦労をかけてしまいましたが、そのご苦労のおかげで約１０００

名の聴衆を動員することが出来ロータリークラブをアピール出来たと考えます。 

もちろん反省点としまして単年度の事業としては、多少無理がありましたが、水海道クラブをPRし、松村会
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長年度を皆様の「記憶に残る年」にしたいと考えた私にとりましては、満足のいく結果が得られたと喜んで

おります。 

もう１つの目標でありました会員純増１名は、期間中根本会員が退会し、新たに５名の推薦が挙がりました

がなかなか入会に至らず心配をしましたが、年度末になり二本松会員、和田会員お二人の方に入会頂き

純増１名を達成することが出来ましたことは、推薦者はもとより、会員増強、選考、分類各委員会の皆様に

こころより感謝申し上げます。 

実質的に、松村年度今日で最後となり、残すは来週のさよなら例会だけとなりまして、いよいよ次年度のス

タートとなりますが、会員各位より１年間松村年度に頂きましたご支援ご協力を、次年度大串、田上年度

にもこれまで以上のご支援、ご協力を頂きますようお願い申し上げまして、はなはだ簡単ではございます

が１年間の総括とさせていただきます。 １年間有り難うございました。 

 

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 

４９名 ４０名 ９名 ０名 ２５名 １００．００％ 

 

ニコニコボックス （登坂 寛ＳＡＡ）        入金計  ￥１０５,０００   累計  ￥２,１７３,０００ 

一年間、本当にお世話になりました。ありがとうございました。  松村会員 

一年間お世話になりました。皆様の御協力に感謝申し上げます。  青木（正）会員 

松村会長、青木幹事、一年間ご苦労様でした。  大串・中川・皆葉・斎藤  各会員 

松村、青木さん、一年間ご苦労様でした。いよいよ私たちの年度が始まります。  田上会員 

会長、幹事さん、一年間ご苦労様でした。また色々とお世話になりました。  島田会員  和久事務局 

一年間お世話になりました。  松坂・染谷（正）・武藤  各会員 

一年間お疲れ様でした。来年も宜しく。  小島・五木田  各会員 

職業分類委員会、一年間お世話になりました。  草間会員 

会長・幹事、一年間ご苦労様でした。さよなら例会楽しみです。  青木（清）会員 

松村会長、青木幹事、あと１０日間です。  瀬戸会員 

松村会長、青木幹事さん、一年間ご苦労様でした。これからの１０日間極めて重要です。  熊谷会員 

松村会長、青木幹事、一年間お疲れ様でした。併せて会員の皆様、例会御協力ありがとうございました。 

石塚（克）会員 

国際親善奨学生、七尾由美子さんを宜しくお願いします。  松崎会員 

会長、お疲れ様。  北村（陽）会員 

松村会長、青木幹事、一年間お世話になりました。ありがとうございました。  石塚（利）・穂戸田 各会員 

今期、いろいろありがとうございました。  横山会員 

松村会長、青木幹事、一年間お疲れ様でした。親睦委員会何とか全うできそうです。有難う御座いました。  

北村（英）会員 

例会欠席しました。  大塚・山野井  各会員 

早退します。  白井会員 

ＳＡＡとして２年間大変お世話になりました。やっと解放されます。来年もどうぞ宜しくお願いします。   

鈴木（豊）会員 

ＳＡＡ一年間お世話になりました。来年も同じ席でお世話になります。よろしく。  海老原会員 

ＳＡＡ３年間お世話になりました。   登坂会員 

 

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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平成１９年６月２７日（水） 於：糀屋 
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