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2008 年 7 月 2 日（水）例会プログラム 

点鐘                                           ロータリーは分かちあいの心 

君が代・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 

２００８－２００９年度会長・幹事挨拶                        思いやりの心で 

 

 

  例会報告 Vol.45 No.３９(No.2161）６月１８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   ◇２００７－０８年度事業実績報告 各委員会委員長 

 

 

誕 生 祝 

 

≪会員≫倉持功典会員                 

 

諸 報 告 

国際奉仕委員会 （五木田利明委員長） 

ツウンバ派遣ですが、現在２名の希望があります。今月一杯募集を致します。 

 

幹 事 報 告 （染谷正美副幹事） 

週報受理クラブ なし 

例会変更クラブ なし 

 

 

会 長 挨 拶 一年間を振り返って （大串 卓会長） 

今日は、本年度 昼の最後の例会となりました。最初は、私みたいなものが一年間務まるかと不安でした

が今は安堵感でいっぱいです。これもひとえに会員の皆様のご支援・ご協力の賜と感謝申し上げます。

本当にありがとうございました。田上幹事には、彼の手帳を見ますと毎日毎日予定がびっしり書き込まれ、

その忙しい中、一年間種々の雑用をこなして頂きましてありがとうございました。特に、事務局の和久さん
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には感謝いたします。ロータリー活動において数々の事務手続きがありま

すが、和久さんがおりませんでしたら、わからなかったり忘れたりしたと思

いますが手堅くこなしていただきました。今では、もしいなければ水海道

ロータリークラブの運営は立ち行かなくなる存在で、ありがとうございまし

た。 

 

 本年度の国際ロータリー ウィルフリッド・J・ウィルキンソン会長は 

       「ROTARY SHARES] （ロータリーは分かちあいの心） 

 ・クラブ奉仕を通じて「分かちあい」 クラブはロータリーの手となる存在 

 ・職業奉仕を通じて「愛を分かちあう心」 ロータリーの声 

 ・社会奉仕を通じて「愛を分かちあう心」 ロータリーの心臓部 

 ・国際奉仕を通じて「愛を分かちあう心」 ロータリーの目の役割 

・青少年活動を通じて「愛を分かちあう心」 青少年はロータリーだけでなく、 

すべての人々にとっての未来 

 ・会員増強を通じて「愛を分かちあう心」 新会員一名 既存会員を維持し成長していく 

というR Iテーマとして提唱されました。 

 井上壽博ガバナーは、１０の強調事項を紹介し、それを踏まえて今年度のクラブ目標を 

  ・クラブ創立45年の節目の事業を行う 

  ・会員増強（純増 1名）、退会防止・・・・クラブ活性化のため、会員の減少に歯止めをかける 

  ・I Mを成功させる・・・・・ガバナー補佐輩出クラブとして、最大限の協力をする 

  ・奉仕プロジェクト、世界社会奉仕（WCS）プロジェクトの推進・・・・地域社会、国際社会のニーズにあっ

た事業を行う 

  ・RI会長賞に挑戦 

と挙げました。 

 45周年記念事業については、5年後に50周年という節目の年を間近に控えているので、内輪でしかし会

員の思い出に残る式典にしたいと思い、実行委員長に島田勝会員、副実行委員長に鈴木豊会員をお願

いして、9月より実行委員会を立ち上げ準備にかかりました。12月15日（土）にデサ・ジルポトレつくばにて、

会員・家族の参加の下、記念式典が開催されました。式典の部では、第40代～44代 会長・幹事 また、

会場提供者・事務局への感謝状の贈呈が行われ、祝賀会は、チャーターメンバーの隅屋祐三会員の乾

杯のもと、アトラクションとしてタヒチアンダンス・大抽選会があり、皆様のご協力のもと盛大な式典ができま

した。また、記念品としてネクタイを製作し、井上ガバナーにも贈呈しました。 

 会員増強については、増強・4名、退会・4名で残念ながら増減なしに終わりましたが次期 秋田年度

早々に1名の新入会が決定しております。 

 I M については、鈴木豊ガバナー補佐輩出クラブとして分区のロータリアンにはずかしくないIMを開く

ため、鈴木ガバナー補佐を中心に、実行委員長に松坂興一会員、副実行委員長に青木清人会員をたて、

実行委員会を立ち上げ準備をすすめました。2月23日 「ロータリー創立記念日」に井上ガバナー・IMリー

ダーに吉岡昭文PGをお迎えして開催しました。中心テーマに、ロータリー活動の基本となる「職業奉仕」

をあげ「本音で語ろう ロータリー」を副題に、鈴木ガバナー補佐の進行でパネル・ディスカッションが行わ

れ、各パネラーより活発な意見が出され、カードを出し出席者全員の意見を示すという試みで、全員参加

のIMができたと思います。ただ、時間がやや足りない感じがしました。懇親会は、穂戸田好範会員の獅子

舞で始まり、アトラクションのフラダンス・抽選会となごやかにかつ盛大に盛り上がり、井上ガバナー、吉岡

IMリーダーを始め各クラブから賞賛の声が上がり、水海道RCの存在をまざまざと分区内に示し、成功裏

に終了することができました。ご協力ありがとうございました。また当日は、全員45周年記念ネクタイを着用

してIMに臨みました。 
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 奉仕活動としては、1986年に始まり22年間にわたり継続している、オーストラリア・ツウンバとの交換学生

プログラムで8月に3名の学生をツウンバに送り出しました。この活動は、ロータリー情報館で新聞報道され

ました。しかし、今年度ツウンバよりの来日はなく残念な思いをしました。 

 6月には、GSEとして D2481地区ギリシア・セルビアから5名の方々を、鈴木ガバナー補佐を中心に第7

分区で受け入れました。水海道RCは、6月4日歓迎パーティーを開き、6月8日に国際奉仕委員会の骨折

りで東京見物を行いました。少しハプニングがありましたが、無事第５分区に引き継ぐことができ、委員会

の皆様ご苦労様でした。 

 地域社会との交流では、1０月13日 常総市グランドゴルフ大会・11月16日 つくばみらい市グランドゴル

フ大会を後援し、各々200名近くの市民に参加いただきました。11月3日に国際交流友の会が、常総市の

文化祭で行うバザーに品物の提供という形で協力しました。社会奉仕委員会の皆様ご苦労様出した。 

ライラセミナーには、国際親善奨学生の七尾友美子さんに参加していただきました。 

 RI会長賞に挑戦ですが、必須目標と会員増強・クラブ奉仕・社会奉仕・国際奉仕・青少年の６つの分野

がありますが、ほとんどの分野は各委員会の活動により達成できましたが、必須目標である、2008年3月

31日までに一名の会員増強が出来ず残念でした。 

 ガバナー強調事項である、財団寄付一人130ドル 米山奨学会寄付一人20,000円は会員皆様のご協

力により達成できました。ありがとうございました。 

 米山奨学生・陸洪省さんのカウンセラー、島田会員9月までごくろうさまでした。5月より奨学生・洪シウォ

ンのカウンセラーの松村会員宜しくお願いいたします。 

 一年間を振り返りますと、3月17・18日にPETS、4月30日に地区協議会があり、会長としてこれから始まる

という自覚と、また落ち着かない、どういう一年になるか不安な気持ちで一杯でした。しかし、背伸びをして

も恥をかくだけですし、自分の背丈にあう職務を果たすだけと気持ちを切り替え、5月16日に、第一回クラ

ブ協議会を開き、今年度の各委員長に会長方針を発表し、いよいよ2007～2008年度が始まりました。 

 今年はガバナー公式訪問が早く、5月末までに各委員会の前年度クラブ事業実績報告書・本年度クラ

ブ事業計画書を提出していただきまして、各委員長ありがとうございました。7月早々にクラブ現況報告書

が作成でき、ここでも和久さんの頑張りのおかげと感謝いたします。 

 8月1日に、井上ガバナー・鈴木ガバナー補佐をお迎えして、公式訪問が行われました。午前中に、水

海道商工会を訪問し、事務所で懇談後、例会に入りました。ちょうど先ほど報告した、ツウンバへの交換

学生がクラブへ挨拶に来る日で、永年継続している交換学生プログラムを井上ガバナーに直接紹介する

ことができました。クラブ協議会も滞りなく進み、懇親会では、ガバナーの気さくな人柄に触れることができ、

緊張の中、最後はビールをおいしく味わうことができました。 

 9月8日には、納涼会が親睦委員会の企画で行われました。委員会の皆様に何度も下見をしていただき、

都心とは思えない閑静な旧朝香宮邸の見学、レストラン「エル・フラメンコ」での会食・本場スペインからの

フラメンコショウは、地響きがし、ダンサーの汗が飛び散るダイナミックな踊りと楽しませていただきました。

委員会の皆様ご苦労様でした。 

 10月18日は、職場見学が行われました。靖国神社の参拝、警視庁の見学の後、築地でのおいしい食事

と職業奉仕委員会の皆様お世話になりました。また、職業奉仕月間には、地区職業奉仕委員長 作山吉

永様の卓話・1月には東京銀座新RC創立20周年記念 日野原重明会員・市川團十郎会員のDVD観賞、

会員全員に「四つテスト」の額の配布、例会場への「職業宣言」の提示ご苦労様でした。 

 ロータリー情報委員会には、インフォーマルミーテングを二回開催していただきました。一回目は、11月

7日に、北村仁会員の講師の下、入会5年未満の会員に、二回目は松坂興一会員の講師の下、5年以上

の会員に対して行っていただきました。私を含め参加した会員は勉強になったと思います。次年度の委

員長もぜひ開いて頂きたいと思います。 

 11月15日には、鈴木ガバナー補佐主催の第7分区ゴルフ大会が水海道ゴルフクラブで開かれ、当日は、

風もなく本当の小春日和で、参加者は気持ちよくプレー出来たと思います。 
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 11月14日は、指名委員会が開かれ、7名の指名委員全員が出席し会長ノミニーの選出が行われ、田上

秀雄会員を推薦しました。12月5日にクラブ年次総会にて田上会員が、満場一致で会長ノミニーに選出さ

れました。 

 先ほど申し上げたように 12月15日に45周年記念式典・2月23日にIMが開催されました。3月9日には、

境ロータリークラブ40周年記念式典に参加しました。水海道RCは、境RCの親クラブにあたりますので、会

長・幹事・隅屋会員の三人で出席しましたが、境RCは、チャーターメンバーが7名おり、特に設立に尽力さ

れた隅屋会員の参加を歓迎していただきました。 

 3月22日には、家族親睦観劇会が行われました。浜離宮見学の後、レストラン「ジパング」で会食の後、

電通四季劇場「海」で、ミュージカル「ウィキッド」を鑑賞しました。多数の会員・家族の皆様の参加ありがと

うございました。親睦委員会にはお世話になり、楽しませていただきました。 

 3月29日に、龍ヶ崎中央RCの10周年記念式典に、会長・幹事が参加しました。4月5・6日は、水戸文化

会館にて、第2820地区大会が行われクラブとして４つの表彰を受けました。これも皆様の活動の成果と思

います。また、多数の参加ありがとうございました。 

 5月15日には、家族親睦ゴルフ大会が水海道ゴルフクラブで26名の参加で開催されました。この日もよ

いお天気で、今年度の親睦委員会が行った事業は、すべて好天に恵まれ、親睦委員会の皆様の日頃の

行いのよい結果だと思います。 

 6月7日は、水海道RCの親クラブにあたる土浦ロータリークラブの、50周年記念式典に10名で参加しまし

た。50周年ということで、井上ガバナー・パストガバナーの方々・丹羽衆議院議員・橋本茨城県知事・県会

議員の方々・中川土浦市長・各種団体の方々・県内のロータリアンなど200名以上が集まり、盛大な式典、

祝賀会が開催されました。 

 以上 一年間を振り返ってみました。 

 

 最後になりますが、一年間の活動の成果・実績は会員の皆様のおかげであります。この一年間、責任を

まっとうできたのも、諸先輩の心暖まるご助言や会員皆様のご指導・ご協力の賜物と感謝申し上げます。

また、田上幹事・和久さんには感謝の言葉もございません。すでに、次年度も活動にはいっております。

本年度にまさる、ご支援・ご協力を秋田会長・染谷幹事に賜わりますよう祈念もうしあげます。 

  一年間 本当にありがとうございました。 

 

２００７－２００８年度事業実績報告 

会員組織委員会 秋田政夫委員長 

会員増強、広報、職業分類、会員選考、ロータリー情報各委員会の御協

力によって、均衡のとれた会員基盤にて組織運営することが出来ました。

年度スタート時の会員数を維持する事が出来、また研修会により会員相

互のロータリーに対する情報が得られ、さらに理解が深まった事と思いま

す。また新しい会員の方々のためにも有意義なプログラムを組んでいた

だきました。そして、新聞掲載により２つのクラブ事業が紹介され、公共の

イメージアップになり、効果的なクラブ運営促進となりました。 

 

雑誌委員会 石塚利明委員長 

ロータリー活動の広報の一環として、ロータリーの友を常総市役所、市立

図書館、水海道一高、水海道二高、常総市石下支所、石下高校、石下

交流センター、つくばみらい市役所に配布しました。 

出来なかったこととして、毎月第１例会でロータリーの友の記事紹介が出

来ませんでした。また、投稿も出来ませんでした。 
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ＩＴ委員会 倉持功典委員長 

ＩＴ委員会の事業報告をさせて頂きます。ＩＴ委員会は、石塚副委員長と私の２

名で務めさせて頂きました。クラブの事業には、必ず参加するように心がけ、

写真等情報を集めて、ホームページにアップしてきました。その際、石塚副委

員長には大変なご尽力を頂きました。同じ委員会メンバーではありますが、石

塚副委員長には心より御礼申し上げます。後期は、前期の反省点であります

デジカメ操作の技術向上を心がけて、その場の雰囲気がより良く伝わるような

画像を目指しましたが、ありま進歩せずに一年が経ってしまいました。以上ご

報告申し上げます。有難う御座いました。 

 

出 席 報 告 （大塚令昌委員） 

会員総数 出席者数 欠席者数 賜暇 メーク 出 席 率 

４９名 ３４名 １５名 ０名 ２１名 １００．００％ 

 
ニコニコボックス（海老原良夫ＳＡＡ）              入金計 ￥80,000  累計￥2,052,000 
誕生祝御礼 ≪会員≫ 倉持会員 

いよいよ昼の例会最後になりました。一年間有難う御座いました。  大串会員 

一年間、大串・田上会長・幹事ご苦労様でした。私もガバナー補佐としての仕事がほぼ終了しました。大

変お世話になりました。  鈴木（豊）会員 

大串会長、田上幹事さんご苦労様でした。次期秋田年度も宜しくお願い致します。 染谷（正）会員 

一年間職務を全うする事が出来ました。有難う御座いました。  松坂会員 

職業分類とクラブ管理運営委員会、二つの委員会で一年間お世話になりました。有難う御座いました。 

小島会員 

一年間お世話になりました。  中川会員 

大串・田上年度一年間お疲れ様でした。また会員増強委員会にも御協力有難う御座いました。  

松村会員 

ガバナー補佐の鈴木さん、大串会長さん、田上幹事さん、一年間ご苦労様でした。そして大変お世話に

なりました。  島田会員 

大串会長、田上幹事、一年間ご苦労様でした。  青木（清）・青木（正）  各会員 

大串会長、田上幹事、一年間お疲れ様でした。最終例会所用で早退になります。申し訳ありません。 

石塚（克）会員 

何もありませんが、年度末なので   山崎会員 

出席委員 御協力有難う御座いました。  大塚会員 

大串・田上両氏、お疲れ様でした。  橋本会員 

例会欠席しました。  登坂・須藤・石塚（利）・松崎  各会員 

一年間お世話になりました。  武藤会員 

今年有難う御座いました。  横山会員 

一年間例会の進行に御協力有難う御座いました。次年度、北村英明委員長ガンバッテ下さい。  

北村（陽）会員 

鈴木ガバナー補佐、大役お勤めご苦労様でした。大串・田上年度無事帰港おめでとうございます。 

海老原会員 

大串会長、田上幹事、一年間お疲れ様でした。また大変お世話になりました。 和久事務局 

 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  


