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2009-2010年度 ＲＩ会長      次回例会予定 ５月２６日 外部卓話 

ジ ョ ン ・ ケ ニ ー     ６月２日 事業実績報告 
 
 
VOL. ４７  No.３５ （通算Ｎｏ．2237）      

 

２０１０年５月１９日（水）例会プログラム 

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                             

地区協議会報告                   

                                「足利藤まつり号」 

                               写真提供：古河市在住 和久知寛様 
                                 
 
 
 
２００９－２０１０年度      会長 田 上 秀 雄        幹事 武 藤 康 之 

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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例会報告   Vol.４７ No.３４（No.2236） ５月１２日（水）晴れ  (司会 斎藤広巳委員長） 

本例会での主な事項 

☆会長挨拶                 ☆ＰＥＴＳ、地区協議会報告 

☆入会式 

 

ビ ジ タ ー 

新会員  亀崎徳彦会員 

米山奨学生 ヨードスラーン・パティポンさん 

 

入 会 式 

亀崎徳彦会員 

只今ご紹介頂きました、水海道ゴルフクラブ支配人の亀崎と申し

ます。今後とも御指導ご鞭撻の程宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

誕 生 祝 

 

≪会員≫熊谷 昇会員  青木清人会員  登坂 寛会員  石塚幸一郎会員 

≪配偶者≫大串会員  青木（全）会員  下村会員  五木田（益）会員 

 

米山奨学生紹介 

ヨードスラーン・パティポンさん 

筑波大学 人間総合科学研究科 世界遺産専攻 

はじめまして。世界遺産専攻のヨードスラーン・パティポンです。ロータ

リアンの皆さんに会えてうれしいです。御指導の程宜しくお願いしま

す。 
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諸 報 告 

親睦活動委員会 染谷秀雄委員 

６月１０日（木）第７分区ゴルフコンペがあります。ご参加の程宜しくお願いします。 

２８２０地区新世代奉仕委員会より 

ライラセミナーの報告書が出来ましたので、回覧させていただきます。また、次年度は１０月８・９・１０日に

ライラセミナーが開催されます。 

 

雑誌委員会 鈴木 豊委員長 

ロータリーの友５月号の紹介 

Ｐ６   台風「オンドイ」来襲のフィリピンを救え 

Ｐ３３  GLOBAL OUTLOOK 特集：災害救援・復興 

ご一読頂ければと思います。 

 

幹 事 報 告  武藤康之幹事 

週報受理クラブ 藤代ＲＣ 

例会変更通知   なし 

 

会 長 挨 拶  田上秀雄会長 

皆さん、こんにちは。 

本日は水海道ゴルフクラブの福谷さんに代わって亀崎徳彦会員に入会し

ていただきました。また、米山奨学生のヨードスラーン・パティポンさんようこ

そいらっしゃいました。一年間頑張って勉学に励んで下さい。 

さて、ゴールデンウイークも終わり初夏の陽気となりました。先日９日は母の

日でしたので、今日はそれについて少しお話してみたいと思います。 

 「母の日」の歴史は１９０７年、アメリカのアンナ・ジャービスと言う女性が、

母の命日に開いた追悼式で母が好きだったという白いカーネーションを式

の参加者に母を偲んで、一輪ずつ手渡したのが始まりだと言われています。カーネーションの花は母の

恩の深さを象徴する花と考えたようです。アメリカでは母の日は正式な祝日です。祝日となったのは１９１

４年に母の日の提唱者であるアンナ・ジャービスが当時の有力政治家に手紙で「母に感謝する日を祝日

にすること」を訴え続けたことが、ついには現実となりました。戦前の日本でも「母の日」を祝う行事があり、

婦人会などを中心とした行事が行われていましたが、当時の母の日は現在と異なり、「地久節」（ちきゅう

せつ）の日の行事でした。地久節というのは、天皇誕生日の意味である「天長節」（てんちょうせつ）と対に

なる行事で、皇后誕生日でした。この日を「母の日」として祝った期間は昭和 ２～２０（１９２７～１９４5）年。

日付は３月６日でした。戦後はキリスト教教会の行事という形で再輸入され、昭和２４（１９４９）年からアメリ

カの例にならって、５月の第２日曜日に祝われるようになりました。 カーネーション（carnation）は地中海

沿岸が原産の花と言われています。カーネーションの花はキリスト教においてもまた神聖な花です。キリス

トが十字架に掛けられた日にそれを見送った母、マリアの流した涙の跡に咲いたのがこの花だったとされ

ているのです。「母と子」を象徴する花なのです。ちなみに、白いカーネーションは、十字架にかけられる

前のイエスとマリアを、赤いカーネーションは復活したキリストをそれぞれ象徴すると云います。このことか

ら、母の日には母を亡くした人は白いカーネーションを、母が存命の人は赤いカーネーションを胸に飾る

とされています。このように人を敬う慈悲の心は奉仕の心と通じるものがあります。このように私達も敬愛の

心を持ちこれからも奉仕活動を続けて参りましよう。 
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ＰＥＴＳ、地区協議会報告 白井 豊会長エレクト 

去る３月１３、１４日の両日古河においてのＰＥＴＳに参加してまいりました。

ご存知のとおりＰＥＴＳは次年度クラブ会長予定のロータリアンの研修会で

あります。古河東ロータリークラブより選出の山崎ガバナーエレクトの下、古

河市ホテル山水において当クラブからは北村仁パストガバナー、次年度社

会奉仕総括委員長を務める鈴木豊氏にも参加を頂き、まさに研修そのもの

と言う２日間を過ごしました。ＰＥＴＳを境目として会長の自覚が出てくると言

われておりますが、もともとのん気な性格のせいとそしてこれまでのロータリ

ーの不勉強さがたたって、焦りばかりが先に立ってしまいます。何分にも不

安で一杯の毎日です。多方面の研修であり、その整理に悪戦苦闘というのが現在の心境です。しかしな

がら、これまでの５０年に近いクラブの歴史をふまえ、そして会員各位のご支援ご協力をもってはじめて会

長の職務が果たせるのだと理解いたしました。 

先立っての地区協議会には、諮問委員の北村仁パストガバナー、鈴木豊社会奉仕総括委員長、染谷秀

雄新世代奉仕委員、私、大塚幹事、そして義務出席の８名の各委員長、総勢１３名で参加してまいりまし

た。いよいよ新年度のスタートが目前だと改めて感じさせられました。 

 

RI テーマ 「地域を育み、大陸をつなぐ」 

強調事項 「ポリオ撲滅」「水と衛生設備」「基本的教育と識字率向上」 

地区方針 

1. 会員増強 純増１名 

2. ポリオ撲滅と年次寄付 合計１６０ドル以上 

3. ベネファクター １クラブ１名以上 

4. 青少年プログラムへの参加 

5. 職業を通じてロータリー綱領の実践 

6. 世界社会奉仕・ＷＣＳへの参加 

7. 奉仕プロジェクト １クラブ１プロジェクト 

8. RI 会長賞に挑戦 

9. ＧＳＥ １２３０地区（スコットランド） 

10. 米山奨学会の支援 一人２万円以上 

数値目標 

1. 現会員の維持と各クラブ 1 名の純増 

2. ロータリー財団年次寄付を 1 人１１０ドルで３年継続 

3. ポリオプラス支援を１人５０ドルで３年継続 

4. 1 クラブ１人のベネファクター 

5. 米山奨学会へ１人２万円の寄付の継続 
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ロータリー財団年次寄付とポリオプラス支援寄付の変更表 

数字は１人当り／単位ドル 

 内藤年度 山崎年度 2011-12 年度 2012-13 年度 

ロータリー財団年次寄付 110 110 110 110 

内藤年度ﾎﾟﾘｵﾌﾟﾗｽ支援 30 30 － － 

山崎年度ﾎﾟﾘｵﾌﾟﾗｽ支援 20 20 50 50 

合   計 160 160 160 160 

ﾎﾟﾘｵﾌﾟﾗｽ支援は、各年度の寄付総額は変えずに内藤年度計画より１年延長することになります。 

 

出 席 報 告 （福田克比古委員長） 

会員総数 出席者数 欠席者数 賜暇 メーク 出 席 率 
５４名 ４１名 １３名 ０名 １３名 １００．００％ 

 

ニコニコボックス 瀬戸隆海委員長              入金計 ￥59,000   累計 ￥1,874,000  

誕生祝御礼≪会員≫青木（清）・石塚（幸）・登坂・熊谷 各会員 

≪配偶者≫青木（全）・大串・五木田（益）・下村  各会員 

亀崎さん、入会おめでとうございます。  田上会員 

米山奨学生のヨードスラーン・パティポンさんを宜しくお願いします。  皆葉会員 

本日卓話致します。宜しくお願いします。  白井会員 

亀崎さん、入会おめでとうございます。早速ですが、明日のゴルフも宜しくお願い致します。  武藤会員 

亀崎さん、入会おめでとうございます。今後とも宜しくお願いします。  倉持会員 

結婚記念月です。  門脇会員 

例会欠席しました。  松崎・五木田（裕）  各会員 

 
会報委員会   染谷正美委員長   秋田政夫副委員長   石塚幸一郎委員 

 

 平成２２年５月１３日（木） 

於：水海道ゴルフクラブ 
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親睦委員会の皆様     優勝：田上秀雄会員 

     

準優勝：古谷榮一会員       第３位：染谷正美会員  ベスグロ：北村英明会員 

 

飛び賞の皆さんです 


