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2007 年 7 月 18 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 
２００７―０８年度 事業計画発表              思いやりの心で 
     各委員会委員長 
 

 

  例会報告   Vol.45  No.2（No.2124）  ７月１１日（水）雨  (司会北村陽太郎委員長） 

 

本例会での主な事項 

◇入会式    ◇２００７―０８年度 事業計画発表 

 

ビ ジ タ ー 

米山奨学生  陸 洪省さん 

新会員  樫村文雄様（常陽銀行水海道支店長） 

 

入 会 式 

   

樫村文雄会員挨拶 

只今、ご紹介に預かりました樫村でございます。７月９日に着任してま

いりまして、今、挨拶回りの途中で御座います。この伝統ある水海道Ｒ

Ｃの会員にさせて頂きまして本当に有難う御座います。前任者同様、

皆様のご厚誼を賜れれば幸いで御座います。今後とも宜しくお願い致

します。 
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諸 報 告 

親睦活動委員会 （穂戸田好範委員長） 

納涼会のご案内を昨日皆様の自宅に郵送致しました。 

９月８日（土）、東京白金台にあります旧朝香宮邸を見学、場所を移動しショーを見ながらの食事となりま

す。 

朝香宮あさかのみや家の本邸として、昭和８年（１９３３）５月に竣工した建物である。 

一部内装の基本設計はフランスの装飾美術家アンリ・ラパンが担当し、実施設計は宮内省内匠寮たくみ

りょう工務課技師の権藤要吉らが分担して行った。 

建物の規模は地上２階（一部、中３階）、地下１階。 

建築面積１，０４８．２９平方メートル。 

主体構造は鉄筋コンクリート造である。 

建物は昭和２２年（１９４７）まで朝香宮の本邸として使われていたが、

室内装飾には２０世紀の初めの最も先進的で、最後の装飾芸術で

あったアール・デコ様式が随所に採用され、新鮮で華やかな意匠に

満ちていた。 

現在は美術館として使用されているが、内部の改造は僅少でアール・デコ様式を正確に留め、昭和初期

の東京における文化受容の様相をうかがうことができる貴重な歴史的建造物である。 

なお、室内のガラス装飾は装飾工芸家ルネ・ラリックの作品として有名である。 

 

国際奉仕委員会 （五木田利明委員長） 

７月７日にツウンバ交換学生のオリエンテーションを行いました。 

派遣学生は４人です。隅屋 萌さん、山根由子さん、野原奈美子さん、北村紗和子さん 

出発日：８月５日 ＪＬ７６１便  ２１：３０ 

帰国日：８月１９日 ＪＬ７６２便 １６：４５成田着 

例会出席日：８月１日（水）出発の挨拶・８月２２日（水）帰国挨拶 

 

会 長 挨 拶 （大串 卓会長） 

みなさん、こんにちは。 

米山奨学生の陸さん、ようこそお見えになりました。会員一同心より歓迎申し上げます。また、本日より仲

間入りをされました樫村会員、宜しくお願いします。 

理事会報告を致します。 

１． 公式訪問について・・・会員の皆さんには、１２時に例会場に集合お願いします。 

２． 新会員の推薦・・・・荒木茂起氏 異議のある方は７日以内に、文書にて幹事までお願いします。 

 

２００７―２００８年度事業計画 

会員組織委員会 （秋田政夫委員長） 

当委員会は５小委員会から組織され、効果的なクラブ運営、活動展開

の基盤を形成する役割を担う委員会です。また、４大奉仕委員会の活

動の基盤を成すものでもあります。 

会員増強委員会、会員選考委員会はクラブ根源を成すもので、より多

くの会員による組織編制により効果的なクラブが形成されます。また、

増強と表裏一体の退会については良く分析(クラブ運営上の問題なの

かね、個人的な問題なのか)をし、原因解明していくことが大切なことと

思います。職業分類委員会は、ロータリー創立の原点である均衡のと
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れた多様な異業種の組織編制を求め、このことによって幅広く会員交流ができ、社会構成を理解し効果

的な奉仕活動を目指すことが可能となります。広報委員会は、広く地域社会にロータリークラブが認識さ

れ、多くの賛同を得ることが強いては増強に結びつくたいへん重要な役割を担っています。内には、地

区事務所へクラブ奉仕活動報告書を提示し、ガバナー月信、地区ホームページ、ロータリーの友等への

掲載、外には地方新聞、公共機関誌、ロータリー雑誌の配布また、クラブパンフレットの作成などが考え

られます。ロータリー情報委員会は、RI、地区の固定的情報すなわち根本的に変更できないものと、流動

的情報すなわちロータリーの方向性、活動展開を敏速にクラブ会員に紹介し、理解をしていただくことが

効果的クラブ活動へ発展していくことと思います。クラブ会員組織の動脈硬化防止、マンネリズムになら

ないようにクラブの短期、中期、長期目標の基、さらに組織力により効果的な人力歯車を連結回転させて

いくことに務めたいと思います。 

 

会員増強委員会 （松村仁寿委員長） 

・各地区別情報集会において、ロータリアンの基本的条件にふさわし

い方を選出していただき協議依頼する。 

・ロータリー例会に家族の参加(会員３年未満を対象)をお願いし、親

睦・ロータリー家族委員会と共催、ロータリーに対する理解を深めてい

ただき、退会防止と会員増強に努めてもらうよう努力する。 

・女性会員の入会に重点を置き、華やかな例会としたい。 

・新会員が入会していただいたあかつきには、紹介者の個人表彰を行

う。 

・会員選考委員会、職業分類委員会、ロータリー情報委員会と連絡を密にして実施したい。 

 

広報委員会 （飯塚三夫委員長） 

ロータリーの持つ意義またその活動状況等について、対内外に出来る

限りの情報を提供し、広報活動に努めたいと思います。そのために各

委員会との連絡を密にし、ご協力を頂きその活動状況の中から主たる

ものをピックアップし、ガバナー事務所やロータリーの友、あるいは茨

城新聞のロータリー情報館へ積極的に投稿するための資料を提供し、

広報に努めます。 

更に、以前から行われております市立図書館や各高校への、ロータリ

ーの友、クラブ週報等の配布を継続してまいります。 

 

職業分類委員会 （小島富雄委員長） 

当クラブ分類表を基に職業における選出枠の拡大、未充填部などを周知して、会員増強、会員選考委

員会と連絡を密にして積極的な会員増強を図る。 

分類表の見直しは、地域における事業及び専門職務の枠組みをフレキシブルに検討していきたいと思っ

ております。 

 

会員選考委員会 （青木全弘委員長） 

当委員会は、会員増強委員会、職業分類委員会と連携し、会員候補者

の人格、見識、社会的評判、及び職業上会員として適格であるかどうか

を調査、検討して理事会に報告することを責務とします。 

選考については、次の点に留意します。 

(1) 例会に出席出来るか。 
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(2) 入会後「奉仕の精神」を理解し、活動に参加することが出来るか。 

(3) 協調性があるか。 

(4) 会員としての財政的義務を果たすことが出来るか。 

 

ロータリー情報委員会 （中川莞爾委員長） 

当委員会は、正しいロータリーを理解することによって、会員の質の向

上・退会防止、プログラムの参加等に対して、極めて重要であり情報の提

供に努めたいと思い、６つの事業に積極的に取り組むことにしました。 

① 「入会のしおり」を作成し、入会時に配布する。 

② 新入会員(５年以内)及びベテラン会員(２０年以上)とのインフォーマ

ルミーティングを行い、ロータリーに対して理解を深めたい(前後期１

回ずつ) 

③ ロータリー創立記念日に因んで、外部卓話をお願いする。 

④ 水海道ロータリークラブ創立記念日に会員の中から卓話をお願いする。(水海道クラブの歴史など) 

⑤ 地区大会、地区協議会、IM、その他の地区の行事には、出来る限り出席を促し、ロータリーの理解を

深めるよう努める。 

⑥ ガバナー月信、ロータリーの友、及び会報(他クラブの週報)などの情報誌を利用し、ロータリーの最

新情報を会員に提供する。 

 

クラブ管理運営委員会 （小島富雄委員長） 

当委員会は、円滑なクラブ運営が第一番の原点であり、クラブの活性

化はもちろんのこと、各委員会相互に責任を持って良好な活動が出来

るように、適切な情報を迅速に伝達し、調整を図り、会長・幹事のアド

バイスを頂きながら各委員会においての積極的な活動をお願いし、当

委員会を全うしていきたいと思います。 

1. クラブ例会の出席は「クラブ奉仕の第一歩」とのことから、出席委

員からクラブ例会出席を PR する。 

2. 出席委員会を始めとする各委員会の会合に出席し、問題点があ

れば会長・幹事に報告、改善を促進する。 

3. クラブ例会場においてのプログラムはもちろんのこと、７つの委員会同様に適切な周知をする。 

4. クラブ運営は、委員一人ひとり責任を持ったコンセンサスのとれた活動をする。 

以上、４つ目標を上げて活動していきたいと思います。 

 

ＩＴ委員会 （倉持功典委員長） 

水海道ロータリークラブのホームページを多くの会員に見てもらえる

ようにアピールする。 

２８２０地区、全国の RC のホームページの中で、興味深い記事を会

員に紹介する。 
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親睦活動委員会 （穂戸田好範委員長） 

本年度も会員の皆様方に、より良い親睦の場を提供できますよう委員会

活動を務めてまいりたいと思います。 

① 例会においてお客様のご紹介、会員・ご夫人の誕生祝の実施 

② 納涼会の実施 

③ 忘年会の実施 

④ 新年会の実施 

⑤ 親睦ゴルフ大会の実施 

⑥ 観劇会の実施 

 

ＳＡＡ委員会 （海老原良夫委員長） 

SAA は例会が、歴史と伝統あるクラブのふさわしく秩序正しく運営され、

品格ある中にも楽しさと和やかさを保つことができるよう活動していきた

いと思います。 

1. 会場設営に配慮し、気品と風格ある例会となるよう努力致します。 

2. 昼食時の BGM の導入等、例会が和やかなものとなるよう努力致

します。 

3. 例会欠席の連絡を密にし、弁当の余りという無駄をなくすよう努力

致します。 

4. クラブ奉仕活動の財源確保のため、ニコニコボックスへの協力を呼びかけ、目標金額の達成を目指

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 

４９名 ４１名 ８名 ０名 １７名 １００．００％ 

 
ニコニコボックス（海老原良夫ＳＡＡ）               入金計 ￥28,000  累計￥247,000 
今回初参加となります。宜しくお願い申し上げます。   樫村会員 

現況報告書作成協力ありがとうございました。  大串会員 

不慣れのため宜しくお願いします。  田上会員 

ＳＡＡ宜しくお願いします。  横山会員 

水海道地区雇用対策連絡会長に就任しました。  山野井会員 

山野井周一さんに後を託して、水海道地区雇用対策連絡会長を退任しました。  白井会員 

米山奨学生 りく 洪省さん、引き続き宜しくお願い致します。   島田会員 

７月４日、第１回つくばみらい市民ゴルフ大会、無事終了しました。古谷会員、飯塚会員、お疲れ様でし

た。   秋田会員 

先日は、現況報告書作り、皆様お疲れ様でした。   穂戸田会員 

ツウンバの件宜しく。  五木田会員 

なんとなく。  青木（正）会員 

大串会長年度初日に、欠席致しました。  田中会員 

早退します。  染谷（秀）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 


