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2009 年 6 月 17 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 

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 会長、幹事より年度末の挨拶 
事業報告 

    

 

例会報告   Vol.４６  No.３９（No.2201） ６月１０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 

 

ビ ジ タ ー     誕 生 祝 

 米山奨学生  金 憲周さん 

 

 

 

≪会員≫山野井周一会員 

諸 報 告 

２００９－２０１０年度 田上秀雄会長 

第１回理事会報告 

１. 指名委員・・・鈴木 豊会員、青木清人会員、松村仁寿会員、大串 卓会員、秋田政夫会員、 

田上秀雄会員、白井 豊会員 

２. 監査委員・・・・青木清人会員、大串 卓会員 

３. 納涼会・・・・８月１日（土） 詳細は後日 

 

幹 事 報 告  （染谷正美幹事） 

週報受理クラブ 藤代ＲＣ、水戸ＲＣ、水戸西ＲＣ、水戸東ＲＣ 

例会変更クラブ 守谷ＲＣ  ６月１９日→６月２０日 

 

会 長 挨 拶  秋田政夫会長 

こんにちは。金 憲周さんようこそおいでくださいました。会員一同ご歓迎を申し上げます。６日は染谷幹事と

共に今年度３回目、最後の第７分区会長幹事会に出席をしました。いつもの雰囲気とちがってそれぞれ晴れ

やかな表情の中での懇談会でした。    
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竜ヶ崎ＲＣでは次年度創立５０周年記念式典を行うことになっています。また、

守谷ＲＣでは極端に会員減少の来し、現在一桁台の会員で運営されている

そうです。土田会長はその厳しさを語っておられました。そして欠席クラブも

あり、何か少し寂しさも感じました。 

また、3 日に水海道ＲＣ創立５０周年記念企画委員会、準備会議をクラブ事務

所にて開催しました。既に承認をいただいています島田企画委員長、次年度

会長幹事、今年度会長幹事によって純粋に企画委員の選出を行いました。

基本的に年齢、会員暦を参考にさせていただき、次の通り発表いたします。 

鈴木邦彦会員、長塚 暁会員、鈴木 豊会員、皆葉瑞男会員、熊谷 昇会員、北村英明会員そして、相談役

に隅屋祐三会員以上 8 名による企画委員会体制となりました。どうぞよろしくご理解のほどお願いを申し上げ

ます。尚、会長幹事は年度都度オブザバーでの形で協力、支援をしていくことに致しました。 

次年度からスタートとなります。よろしくお願い致します。先週例会と本日例会は委員会事業報告ですが各委

員会とも当初計画どおりの実績を残されていますことに感謝とお礼を申し上げます。 

今月２１日から２４日までイギリス、バーミングガムにおいて今年度の国際大会が開催されます。当クラブから

は瀬戸会員が出席をされます。戻りましたらいろいろとお話をしてください。本年度、韓国で初めてのＲＩ会長

として、李 東建会長たいへん注目された１年でした。「夢をかたちに」のテーマのもとで、地域社会の子ども

たちに光を与えるとともにこどもの死亡率を低下させ、世界中の子どもたちに安定した生活を送らせることに

貢献をされました。そして、私達もポリオや防虫蚊帳への協力、財団事業に国際貢献をさせて頂いた１年でし

た。 

 

２００８－０９年度 委員会事業報告 

クラブ管理運営委員会  青木正弘副委員長 

私たちは、ロータリークラブに色々と教えられ、多少なりとも成長させていただ

いております。そんなロータリークラブに感謝の気持ちを持って厳しくもあり、

また楽しくもある品格あるクラブ作りに、各委員長の協力のもと努めてまいりま

した。おかげさまで７委員会は、目標達成に向けて、会員の関心を維持し、

皆様方からの御理解とご協力を頂きまして何事も無く円滑なクラブ運営が出

来たことと思っております。有難うございました。 

 

 

出席委員会  青木清人副委員長 

当委員会は、今年度事業計画のもと出席率を管理し、地区大会など各大会や

各種の事業に積極的に参加していただき、メークアップの奨励をし、出席率の

向上に努めてまいりました。活動の結果、多くの出席率１００％会員の表彰となり、

会員各位のご協力に感謝申し上げます。 

 

 

 

親睦活動委員会  倉持功典委員長 

今年度の親睦活動委員会の実績をご報告申し上げます。 

会員のお誕生祝いとしましてシュー＆フットケアセットを、そして、奥様のお誕

生祝いは、バーバリーとセリーヌのハンカチセットをさし上げました。 

9 月 6 日（土）の納涼会では、ディズニーシーを訪れ、アトラクションやエンタ

ーテインメントショーをお楽しみいただき、ホテルミラコスタ内のレストランにて

お食事をしていただきました。 

忘年会は 12 月 17 日（水）に水海道ゴルフクラブにて開催しました。弦楽四重

奏の素敵な演奏とおいしい食事、さらに抽選会で楽しい時間を過ごしました。 
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3月7日（土）には、歌舞伎座にて観劇しました。演目は元禄忠臣蔵でした。取り壊される前の歌舞伎座とあの

舞台でのお芝居に大変感激された方も多かったと思います。 

そして、先日、5 月 14 日（木）には、水海道ゴルフクラブにて、親睦ゴルフを開催いたしました。好天にも恵ま

れ、和気あいあいとプレーしていただきました。終了後の懇親会も会員の皆さんのいろいろな面が見られて

新たな発見をすることができたことと思います。 

以上、ご報告申し上げます。 

1 年間、ご協力とアドバイスをありがとうございました。 

ＳＡＡ委員会  横山 修委員長 

１．今回は例会場の改修等がありご不便をお掛け致しましたが、皆様のご協力

により例会場の設営等が滞りなく行われましたことに深く感謝いたします。 

２．皆様のご協力のもと、クラブ奉仕活動資金目標のニコニコボックスとなりまし

た。皆様のご協力に感謝いたします。 

３．例会食事につきましては、多少のバラエティを取り入れてみました。毎例会

の食事の数の設定が難しく、次年度は欠席の方は例会前日までに必ず連絡頂

けますようお願い致します。 

会報委員会  青木正弘委員長 

活動内容 

１、 例会の正確な記録を保存するため、今年度は４０回週報を発行し会員及

び他のクラブへの情報伝達を実施しました。 

２、 紙面の充実を図り、より多種多彩な情報発信のため、四季折々の草花の

紹介やアマチュア写真家から提供頂いた写真、また委員会ごとに会員各

位の写真を掲載し情報発信と話題の提供に努めました。 

３、 RI からの情報を紙面に掲載し会員各位への周知を図りました。 

プログラム委員会 北村英明委員長 

秋田会長のワンポイントメッセージに沿って、ＲＩ強調月間事項に基づくプログラ

ムを出来る限り取り入れました。またクラブ協議会を計６回実施し、会員全員の

話し合い、討論の機会を数多く設けることが出来ました。「タメになる例会」「楽し

い例会」をモットーに様々な方面から異種・異才な方々を多数お招きし、外部卓

話を中心に例会を企画・運営してきました。具体的には、年間プログラム実績表

をご参照下さい。規律ある楽しい例会が運営できましたこと、会員各位のご協力

に感謝申し上げます。ありがとうございました。 

 

雑誌委員会  飯塚三夫委員長 

特別良いアイディアも無かったので、当クラブで毎年続けておりますロータリ

ーの友の配布を今年も続けました。常総市役所、つくばみらい市役所、市立

図書館、その他市内の県立高校等８箇所に毎月配りました。配ったロータリ

ーの友が何処においてあるかいつも注意して見ていたのですが、殆ど確認

することが出来ませんでした。そしてある日あるところで色んな本等と一緒に

並べなれたロータリーの友を発見しました。喜んで近づいてみるとなんと半年

前のそれでした。何も出来なかったことをお詫びし、次年度の活躍にご期待

いたします。 

ＩＴ委員会  登坂 寛委員長 

IT 委員会では、主に例会場以外での事業の写真を撮影し、ホームページに掲

載してきました。写真撮影、情報収集、ホームページへの掲載については、副

委員長の石塚克己会員並びに会員の皆様の協力をいただき、水海道ロータリ

ークラブの活動をＰＲできたのではないかと思います。 
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職業奉仕委員会  熊谷 昇委員長 

１．例会時にＳＡＡの協力で四つのテストを始めロータリーソングの斉唱を実

施しました。 

２．四つのテストの額を新入会員の方に配布しました。 

３．職場見学会を実施しました。本年は、大生郷工業団地内のＳＭＣ㈱つく

ば工場の見学会約３０名の参加を得て１０月２９日に実施致しました。 

４．職業奉仕月間（１０月）に環境問題の観点から㈱シャープの遠藤様に太陽

光発電についての卓話を頂きました。 

社会奉仕委員会  瀬戸隆海委員長 

社会奉仕委員会は地域社会の啓発事業を主としておこない、地域の活性化、

住みよいまちづくり、環境問題に対する取り組みを、ロータリー精神の下に地

域の人々と共に進めていきました。そして、この街にロータリーが存在するこ

との意義の敬蒙活動を行ってまいりました。 

１. つくばみらい市の中学生スポーツ大会に対し、ロータリー杯のカップを贈

呈いたしました。 

２. 「絵画の道」に対する協力事業として、イーゼルオーナー制度事業を行

い、クラブとしてイーゼル４０本を寄付いたしました。 

３. 水海道駅前の「絵画の道ギャラリー」において、ロータリー活動パネル展を開催したしました。 

４. 識字率向上の一環事業である国際交流友の会に対する助成、並びに国際交流友の会と共に、市民文

化祭においてバザーを行い、在日外国人に対する識字率向上事業に協力いたしました。 

５. グランドゴルフ大会（常総地区・つくばみらい地区）への協力を行いました。 

６. 赤い羽根募金を行いました。 

国際奉仕委員会  穂戸田好範副委員長 

今年度等委員会は、当初事業計画の柱であるツウンバへの交換学生の派遣

を、そして受け入を主たる目的として行動してきました。 

ツウンバへは、石塚美紗さん、登坂文香さん、阿井亮介君を送り出し、思い出

に残る経験をしてもらいました。また受け入れでは、会員各位のご協力、ホス

トファミリー石塚会員、北村会員のもとにジョージアさん、ロシーンさん２人を

迎え日本の文化、生活を堪能してもらえたと思います。改めて会員の皆様には感謝申し上げます。 

新世代奉仕委員会  染谷秀雄委員長 

今年度、新世代奉仕委員会は地区の継続事業「ライラセミナー」の協力及び会

員 1 名を含む 5 名の方を推薦し参加していただくことができました。参加してい

ただいた方々にはこれから地域のリーダーになるであろう同世代の人やロータ

ーアクトの方々とも交流を深めていただき、将来の自分を創造していただけた

のではないかと思います。また、新たな事業を模索するうえでしもだて紫水クラ

ブの事業「鮭おかえりな祭」にロータリークラブ会員及び水海道青年会議所の

会員と参加をさせていただき、環境問題の大切さを生命の尊さを再認識するこ

とができました。青少年育成につきましてはボーイスカウトの総会に出席をしたさい育成会の方々などと話を

してきましたが、少子化の問題や会員の減少、予算の問題など今後の課題が多く育成会のありかたも再検討

しなければならないのではと意見が一致しました。 

１． ライラセミナーの協力及び参加（5 名の参加者を推薦） 

２． しもだて紫水クラブ主催「鮭おかえりな祭」の参加 

３． ボーイスカウト、ガールスカウト活動の助成 

ロータリー財団  古谷榮一委員長 

ロータリー財団の使命は、地域・全国・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

解と平和を達成しようとする国際ロータリーの努力を支援することです。 

会員の皆様方の御理解、ご協力を頂き年度スタート目標の１人１３０ドル、ベネ

ファクター１名を達成、またポリオ特別基金１人３０ドルも達成することが出来まし
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た。そしてワンコイン寄付についても継続事業として１年間続けていくことが出来ました。全会員の皆様方の

ご協力を賜りましたこと誠に有難うございました。 

米山記念奨学会  福田克比古委員長 

会員皆様方の御理解、ご協力に感謝申し上げます。 

当初の事業計画通りに実績報告が出来ますことに御礼申し上げ報告と致しま

す。 

１．特別寄付金につきましては、１人２万円 全会員（５０名）のご協力を頂き、功

労者１０名（青木全弘会員、北村陽太郎会員、草間春正会員、松村仁寿会員、

皆葉瑞男会員、長塚 暁会員、小島富雄会員、島田 勝会員、鈴木 豊会員、

山崎善市会員）が誕生致しました。 

２．米山奨学生 洪 シウォンさんに卓話をして頂きました。９月２４日例会 

３． 米山奨学会について理解を深めるためＤＶＤの放映をしました。１０月２２日例会 

４．米山奨学生のお世話を致しました。 

  ２００８．４．１～２００９.３．３１  洪 シウォンさん  カウンセラー 松村仁寿会員 

  ２００９．４．１～          金 憲周さん    カウンセラー 小島富雄会員 

 

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 ４２名 ９名 ０名 １５名 １００．００％ 

 

ニコニコボックス（横山 修ＳＡＡ）                 入金計 ￥27,000   累計 ￥1,950,000  

誕生祝御礼≪会員≫山野井会員 

今夜、新旧委員長会議があります。旧委員長の皆様もれなく新委員長にお伝え下さい。 染谷（正）会員 

今夜、新旧委員長会議があります。宜しくお願いします。  田上会員 

一年間お世話になりました。  瀬戸会員 

昨年を上回るペースで原油価格が上昇してきました。皆様のご理解をお願いします。一年間、お世話になり

ました。会報委員会一同  青木（正）会員 

先週は結婚祝を頂き有難うございました。今後とも妻共々よろしくお願い致します。  鈴木（勝）会員 

中川会員より・・・・・・・  隅屋会員 

金 憲周さんよくいらっしゃいました。またゴングを出すのを忘れました。  横山会員 

暫くぶりです。  山野井会員 

例会欠席しました。  樫村会員 

 

 

会 報 委 員 会   青 木 正 弘 委 員 長   上 野  博 副 委 員 長 

        


