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      日光市竜頭の滝にて撮影 

             撮影者：倉持孝幸氏 常総市羽生町在住 

                               

 

 

 

 

      VOL. ４６  No.３９（通算Ｎｏ．2201） 

６月 １ ０ 日 （ 水 ） 

 

   

 

２００８―２００９年度  会長 秋 田 政 夫   幹事 染 谷 正 美 
創立 １９６３年９月２５日 

≪例 会 場 ・ 例 会 日≫     ≪事 務 所≫ 

〒303-0023 茨城県常総市水海道宝町 2790    〒303-0023 茨城県常総市水海道宝町 3386 

常陽銀行水海道支店内 3F        釜久ビル 3F 

毎週 水曜日 12:30～13:30  ☎ 0297-22-1251   ℡0297-30-0875  Fax0297-30-0876 

E-mail   mitsu-rc@lapis.plala.or.jp 

URL    http://www.mitukaido-rc.jp/ 
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2009 年 6 月 10 日（水）例会プログラム            表紙 花の説明 

点鐘     

ロータリーソング・四つのテスト 

ビジター紹介 

出席報告 

ＳＡＡ報告 

諸報告 

幹事報告 

会長挨拶 

２００８－０９年度 委員会事業報告 

                各委員会委員長 

    

 

例会報告   Vol.４６  No.３８（No.2200） ６月３日（水）曇り  (司会 斎藤広巳副委員長） 

本例会での主な事項 

◇会長挨拶 秋田政夫会長  ◇２００８－０９年度 委員会事業報告  各委員会委員長 

◇ガバナー補佐挨拶   三枝様、北川様 

ビ ジ タ ー 

２００８－２００９年度 ガバナー補佐  三枝稔明様 （取手ＲＣ） 

２００９－２０１０年度 ガバナー補佐  北川恵一郎様 （龍ヶ崎中央ＲＣ） 

２００９－２０１０年度 会長        川上 勉様 （龍ヶ崎中央ＲＣ） 

２００９－２０１０年度 ガバナー補佐セクレタリー 横山善英様 （龍ヶ崎中央ＲＣ） 

 

誕 生 祝 

         

≪会員≫倉持功典会員  二本松恭行会員 

和久事務局 

 

ガバナー補佐あいさつ 

２００８－２００９年度 ガバナー補佐  三枝稔明様 

広瀬ガバナーは「ロータリーを楽しんで下さい」とおっしゃいました。一年間２

番目という地位にプレッシャーを感じていました。来年はゆっくりロータリーを

楽しみたいと思います。一年間有難うございました。 

 

 



THE WEEKLY REPORT 

 3 

２００９－２０１０年度 ガバナー補佐  北川恵一郎様 

地区の数値目標 

１.財団への寄付  一人１１０ドル、ポリオプラスに一人５０ドル 

２.米山奨学会への寄付 一人２万円 

３.純増１名 

４.ベネファクター １人 

一年間よろしくお願いします。 

 

幹 事 報 告  （染谷正美幹事） 

週報受理クラブ なし 

例会変更クラブ 藤代ＲＣ ６月２２日(月) １９:００～ サルデーレ 

                    ６月２９日(月)  休会     ７月２０日(月)  休会 

 

会 長 挨 拶  秋田政夫会長 

こんにちは。第７分区ガバナー補佐三枝様、同じく次年度７分区ガバナー

補佐に就任されます川北様、     会長の川上様、ガバナー補佐セクレ

タリーの横山様ようこそおいで頂きました。会員一同心よりご歓迎申し上げ

ます。ＩＭではいろいろとお世話になりました。また、今年度たいへんお世

話になりまして、ありがとうございました。お蔭様で今年度最後の月間を迎

えることができました。また、川北様には今年度同様に次年度、宜しくお願

いします。 

そして今月はクラブにとってもたいへんおめでたい月間でもあります。すで

に発表をされていますが、鈴木勝久会員が２６日に結婚式を挙げられます。誠におめでとうございます。 

さて、北村プログラム委員長から通告がありました通り、２週続けて各委員長さんによります事業報告となりま

す。たいへんご苦労様でした。３週目に会長として改めて「一年を振りかえる」として染谷幹事と共にご報告を

させて頂きます。 

                              

２００８－０９年度 委員会事業報告 

会員組織委員会  田上秀雄委員長 

会員組織委員会は、会員増強、職業分類、会員選考、Ｒ情報、広報委員

会の５委員会で構成されております。本年度、四項目の目標を掲げさせて

いただきました。 

① 会員増強と退会防止（入会 鈴木様、下村様、五木田様の３名です。

純増２名） 

② 地域社会のＰＲ強化（つくばみらい市 新人体育大会の優勝カップ１３

個寄贈いたしました。） 
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③ 委員会の連絡を密にし、魅力あるクラブ運営（各委員会とのコミュニケーションを図りながら活動しまし

た。） 

④ 地域社会にロータリーを正しく理解してもらう（広報を通じてロータリーのＰＲを出しました。） 

５委員会の協力のもと有意義な活動が出来ました。感謝申し上げます。本年度同様、来年度もご指導の程宜

しくお願い致します。 

 

会員増強委員会  島田 勝委員長 

会員増強はロータリーの永遠のテーマであり、クラブか効果的に機能する

ために、欠かす事のできない課題です。その認識のもと、適格な会員候補

者を理事会に推薦するよう努めてきました。 

その結果、年度早々鈴木勝久会員、そしてその後４名の推薦があり３名入

会、２名の退会で純増２名でした。地区の目標純増１名、そしてクラブ目標

の５１名会員も達成することが出来ました。会員の皆様のご協力に感謝申

し上げます。また、本年度出来ませんでした女性会員の推薦については、

次年度に是非力を入れていただければと思います。 

最後に、本年度同様次年度におきましてもご協力の程宜しくお願い致します。 

 

広報委員会     大塚令昌委員長 

本年度の事業計画案通りの目標に従って邁進致しました。地域のＰＲ、イメ

ージアップ、公共機関への週報の発送を目的に進め達成しました。 

配布先・・・水海道第一高等学校、水海道第二高等学校、常総市警察署長

宛、常総市役所秘書広聴課・企画室及び茨城新聞南支所長の６団体です。

発送にあたり簡単な文章をつけて発送致しました。 

 

 

 

職業分類委員会  皆葉瑞男委員長 

本年度は、会員増強委員会より５名の会員候補者の推薦があり、当委員会

も現在の分類表により職業分類をいたしましたが、残念ながら全員入会す

ることには至りませんでした。 

＊分類をし、入会した会員 

鈴木勝久会員 書籍販売 

上野 博会員 銀行 

下村清智会員 仏教 

五木田裕一会員 不動産鑑定士 

＊分類変更 

古矢 満会員  建設住宅→産業廃棄物処理（建設住宅の分類表（８）を増設） 

 

会員選考委員会  松坂興一委員長 

本年度における会員選考委員会の実績についてご報告申し上げます。会

員増強について会員各位の意識の向上が実を結び、当委員会において

は３名の選考を行う事が出来ました。７月に鈴木勝久君、９月に入って下村

清智君、後半に入って４月に五木田裕一君とここ数年における最多の入会

者をみるに至りました。会員各位の御努力に心より感謝申し上げます。 
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Ｒ情報委員会    鈴木邦彦委員長 

１.新入会員への「入会のしおり」の配布 

２.地区大会・ＩＭ等への出席の奨励 

３.インフォーマルミーティング ２回開催 

  全会員を２グループ（６年未満２５年以上と６年以上２５年未満）に分け、

職業奉仕について北村仁会員（パストガバナー）の講話を頂く 

イ） ロータリーとは 「倫理運動である」ロータリークラブ定款第３条 

ロ） ロータリーのロータリーたる所以は職業奉仕にあり 

ハ） 「例会」－職業奉仕の実践は先ず例会に出席する事 

ニ） 職業奉仕は全ての職業関係において全ての行動に愛を込める事、職業に倫理を適用する事 

ホ） ベンジャミン・フランク・コリンズ  Service Not Self 

ヘ） ロータリーと商工会議所との関係 

ト） ロータリーの近況について 

 

出 席 報 告 （青木清人副委員長） 

会員総数 出席者数 欠席者数 賜暇 メーク 出 席 率 
５１名 ４７名 ４名 ０名 １２名 １００．００％ 

 

ニコニコボックス（横山 修ＳＡＡ）                 入金計 ￥54,000   累計 ￥1,923,000  

誕生祝御礼≪会員≫倉持・二本松  各会員 

お世話になります。  川北様、川上様、横山様 （龍ヶ崎中央ＲＣ） 

今年度最後の月間、宜しくお願いします。  秋田会員 

三枝ガバナー補佐、一年間ありがとうございました。次年度川北ガバナー補佐、水海道クラブをお見捨てなく。   

染谷（正）会員 

三枝ガバナー補佐、一年後指導ありがとうございました。次年度川北ガバナー補佐、宜しくお願い致します。 

田上会員 

三枝ガバナー補佐一年ご苦労様でした。川北ガバナー補佐エレクトこれからご苦労様です。次年度セクレタ

リー横山様、会長の川上様、頑張って下さい。  鈴木（豊）会員 

一年間大変お世話になりました。  島田会員 

少し良い事がありました。  五木田（裕）会員 

隅屋さんに褒められました。  北村（仁）・北村（英）  各会員 

誕生月でプレゼントいただきました。でも歳はとりたくないです。  和久事務局 

例会欠席しました。  大塚・長塚・石塚（利）・古矢・染谷（秀）・下村・横山  各会員 

来週は、地元の人たちとの交遊イベントのため休みます。  石塚（克）会員 

 

会 報 委 員 会   青 木 正 弘 委 員 長   上 野  博 副 委 員 長 
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親愛なる同僚ロータリアンの皆さん、1990 年代の後半、私は仕事の関係で、

それまでは一度も行ったことがなかったアフリカのある国を訪ねました。そ

こで一人のロータリアンと出会い、その地方のドライブに誘われ、私はその

誘いを喜んで受けました。  

 

世界中の途上国で亡くなっていく子どもたち 

 首都から一時間ほどの、わらぶき屋根の土間だけという泥レンガ造りの小

屋が立ち並ぶ小さな村で私たちは車を止めました。とある小屋の前を歩い

て通り過ぎようとしたとき、ある音が私の歩みを止めました。その音とは弱々

しい赤ちゃんの泣き声でした。 

 目を凝らして薄暗い部屋の中を見てみると、人影を見いだすことができま

した。目が慣れてくるにしたがって、乳児を抱いた一人の女性がござの上

に横たわっているのがわかりました。子どもはお乳を飲もうとしているので

すが、女性は病気で疲れきっているため、母乳が出ないようでした。双方と

も餓死寸前であることは明らかでした。 

 私はとっさにポケットの中に手を入れ、お金を与えるか、食べ物を見つけるか、何か私のできることをして彼

女らを助けようと考えました。死にそうな子どもとその母親を暗闇の中に残したまま立ち去るなどということはで

きなかったからです。そして次の瞬間、私はこのような恐ろしいことが決して特別ではないことを悟りました。ア

フリカのいたるところで、そして世界中の途上国で、子どもたちは飢餓や病気、貧困のために亡くなっていま

す。 

 

子どもの死亡率減少のため一緒に働く 

 家に帰ってすぐ、私は子どもの死亡率について学び始めました。徐々に、この問題はロータリアンたちが大

きな影響力を持ち得る分野であることが明らかになってきました。このようなわけで、私が国際ロータリー会長

（ＲＩ）に就任することになったとき、ＲＩテーマとして「夢をかたちに（Make Dreams Real）」を選び、水、健康と飢

餓、それに識字率向上という私たちの強調事項を通して、私たちの世界の子どもの死亡率減少に向かって

一緒に活動していただくよう、ロータリアンの皆さんにお願いすることにしたのです。 

 

ロータリアンの活動を誇りに思う 

 国際ロータリー会長としての年度を終えるに当たり、私が目にしたロータリアンの皆さん方の活動を、言葉で

は言い表せないくらい誇りに思っています。私が子どもたちの死亡率について学び始めたころには、推定で

毎日 3 万人の子どもたちが、防ぐことのできる原因で亡くなっていました。現在、ユニセフの報告では約 2 万

5,000 人になっています。もちろん、まだまだ大きすぎる数字ですが、しかし、著しく減少しています。 

 私自身の考えでは、ロータリーの奉仕活動がこの変化のための役割を果たしたという点で疑問の余地はあ

りません。そして、私たちは飢えや貧困で死ぬ子どもが一人もいなくなるまで、活動を続けなければならない

のです。だからこそ、私は皆さま方全員に「夢をかたちに（Make Dreams Real）」を来る年度も続けるようお願

いします。 

 「ロータリーの未来はあなたの手の中に（The Future of Rotary Is in Your Hands）」。それは、世界中の子ど

もたちの未来も同様なのです。 

 

DONG KURN (D.K.) LEE 
PRESIDENT, ROTARY INTERNATIONAL 


