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2009 年 7 月 1 日（水）例会プログラム            表紙 花の説明 

点鐘     

君が代・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 

襷の引継ぎ 

２００９－１０年度 田上会長、武藤幹事挨拶 

 

 

例会報告   Vol.４６  No.４０（No.2202） ６月１７日（水）曇り  (司会 北村英明委員長） 

本例会での主な事項 

◇一年間を振り返って 秋田政夫会長、染谷正美幹事   

 

 

幹 事 報 告  （染谷正美幹事） 

週報受理クラブ 水戸ＲＣ、水戸西ＲＣ、水戸東ＲＣ 

例会変更クラブ なし 

 

一年間を振り返って  秋田政夫会長 

こんにちは。本日が例会場にて会長としての最後の

ご挨拶となりました。本年度、皆様にはたいへんお世

話になりまして、又暖かいご指導とご協力をいただき

まして本当に有難うございました。１年間、会長として

不行き届きの点がただ多く、ご迷惑をお掛けしました

ことをお詫び申し上げます。 

思い起こせば、昨年の３月における会長研修、ペッ

ツにて会長としての心構えと役割の教育を受け、年

度開始の７月までは１日、１日がたいへん短く感じら

れ、考える時間が多く、ただ、時間だけが流れて行き

ました。そして、不安な気持ちで新年度７月２日の初例会に臨みました。たいへん緊張し、地に足が着かない

まま２００８～２００９年度が始まりました。各委員会、委員長、委員の皆様はそれぞれの事業計画に基づき力

強くスタートをしていただきましたが、私自身その時点では、未だ会長としての１年間のグランドデザインが描

けず、不安の毎日でした。そして、前大串会長にはその都度、暖かいアドバイスをいただきました。有難うご

ざいました。５１名の会員による１年間のロータリー活動記録が凝縮された週報の綴りを見て、紐解きながらロ

ータリークラブの伝統と重さを改めて感じられるところまで今、来ることができました。そして花の香りが漂うよう

にすばらしいこの表紙の週報が自分自身の良きアルバムとなりました。このような貴重な機会と経験を与えて

くださいました皆様に改めて感謝とお礼を申し上げます。 

１年間、幹事を務めてくださいました染谷正美会員は、微力な私にいつも勇気と力を与えてくださいました。

そして、いつも気配り良く、適切に職責を果たしてくださいました。２人３脚の中で私自身、数々の苦労と心配

をお掛けしましたことをお詫び申し上げますと共に、心から感謝とお礼を申し上げます。 

また、事務局の和久さんにはいろいろとご配慮を頂きました。いつも先見の目を持ってクラブ内外の情報に
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ついても正確に受信、発信をしていただき大きな力になっていただきました。また、毎回例会前にクラブ事務

所に行きますと暖かいコーヒーで迎えていただき、緊張を前に心の和らぎを覚えました。もう飲めなくなると思

うと残念ですが、本当に有難うございました。 

思うに、ロータリー奉仕活動は、永遠にゴールが見えない駅伝レースのように感じられます。 

前年度創立４５年、４５区間大串会長から歴史と伝統が滲みこんだ重いタスキを引き継ぎ、応援をいただきな

がら、４６年、４６区を走らせていただいたのですが、今こうして無事に次年度、４７年、４７区にもう少しで引渡

しできそうです。いろいろな記録に感謝を申し上げます。 

さて、２００８～２００９年度はＲＩ会長、李 東建会長のテーマ、子ども達への奉仕活動「夢をかたちに」の奉仕

活動年間でした。そして、強調事項は、前年度同様に「水、保健、と飢餓、識字率向上」を掲げられました。ま

た、クラブテーマは「確かな絆で未来へ」とさせていただきました。 

過日、２週にわたってクラブ内、外の事業につきましては詳細に委員会報告がなされましたので私からの事

業報告は一部割愛させていただきます。 

そして、ＲＩ、地区から提示された財団、米山、ポリオ特別限定寄付金の数値目標は皆様のご協力により全て

達成することが出来ました。また、会員増強も純増１名以上達成でき、鈴木勝久会員、下村清智会員、五木

田裕一会員が入会され、さらにクラブの体質の強化が図られました。また、地区事業への協力に対しまして

は、北村仁会員がパストガバナーとして地区諮問委員、クラブ奉仕担当カウンセラー、危機管理委員会委員

長としてたいへん幅広く地区内外にご活躍をされました。そして、青木正弘会員もまた、地区社会奉仕委員

会委員として立派にその職責を果たされました。たいへんご苦労様でした。また、地区新世代奉仕委員会事

業の一つでありますライラセミナーのホストクラブとしてのご協力をさせて頂きました。 

また、西アフリカ、ブルキアナファソへのマラリア予防のため防虫蚊帳贈呈の寄付金協力をさせて頂きました。

それから次年度ＧＳＥリーダーに瀬戸会員を理事会推薦し承認をいただきました。 

クラブ内にあっては、７月就任早々、ツウンバロータリークラブから２２年間継続しています「交換学生プログラ

ムについての８項目にわたるガイドライン」が突然提示されました。第２回のクラブ協議会を開催し、広く意見

を求め１９のご意見があり、集約した結果次のようにまとめさせていただきました。「交換学生プログラム以外

に友好クラブとしての機能を果たしていないため、両クラブにとって徐々に言葉の障壁もあるが、相互理解不

足になってしまった。今後は交換学生だけの友好関係だけではなく本来のクラブ間のあり方を考え、常により

多くの情報交換をし、認識を新たに両クラブにとってできるだけ無理の無いクラブ負担の中で評価と効果を

見出し、持続的発展につなげていくことではないか。また、クラブ会員の交流もより多く図っていくべきである。

共通の奉仕活動、あるいはＷＣＳ、マッチンググラントを見出して行くことも大切とのことでした。」今後の大き

な課題の一つとして考えていかなければならないと思います。そして与えられたガイドラインについては８月

６日に賛同し、回答の文書を送りました。そのような中で、本年度も順調に交換学生プログラムが行われまし

た。 

１０月２２日には廣瀬昭雄ガバナーのクラブ公式訪問を受け、ご指導をいただきました。１２月２４日には白井 

豊会員が指名委員会により選出され、全会員一致により２０１０～２０１１年度のクラブ会長にノミネートをされ

ました。 

４月１１、１２日には会場桜吹雪の中、廣瀬ガバナーの下２８２０地区大会が土浦市民会館で開催されました。

大会席上にて、当クラブから、３０年間１００パーセント出席を達成された松坂興一会員、飯塚三夫会員が名

誉ある表彰を受けました。同じく小島富雄会員におかれましても２５年間１００パーセントの出席の表彰を受け

ました。また、２００７～２００８年度ロータリー財団成績優秀賞地区内第３位のＲＩ賞、２００８～２００９年度新マ

ルチプル・ポールハリス認証５名の地区表彰を受けました。 

２月２８日は取手クラブ主催、三枝ガバナー補佐によるＩＭが開催されました。今年度のテーマは「ロータリー

を本音で語ろう。職業奉仕について」でした。会員の多くの参加をいただきました。 

５月２１日には、つくばみらい市小中学校体育連盟にスポーツ振興、青少年の健全育成に一環として、種目

別ロータリー優勝カップ１３個を寄贈しました。毎年、将来にわたって長く受けつながれて行くものと思ってい

ます。 

そして、本年度最後の事業として、水海道ロータリークラブ創立５０周年企画委員会を創設いたしました。委

員長に島田 勝会員をはじめ、８名の構成メンバーとして組織化されました。 

次年度より、実質３年間を要する準備期間ですが、事業構想、財源計画とクラブの中長期計画の一つとして
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宜しくお願いします。 

また、染谷幹事、次年度田上会長、武藤幹事とも相談の上、本年度の繰越金の一部をその周年事業の特別

財源に充てたいと考えています。 

また、映像の時代といわれる中、ロータリー活動の情報を積極的に目で観て確かめ合い、研修手段の一つと

してプロジェクターを備品として購入しました。クラブにおいても、個人においても積極的な活用をお願いしま

す。 

そして、本年度は私の予ねてからの思いとして、クラブ協議会を出来る限り多く開催させていただきました。ご

協力に感謝を申し上げます。 

全ての委員会事業を説明しお礼を言いたいのですが時間の関係上、失礼をさせていただきます。最終、夜

の例会で改めてお話の機会をと思っています。 

最後に、昨日の新聞に掲載されていたコラムにロータリー奉仕活動にも似た仏教を例えた歌がありましたの

でご紹介させていただきます。 

「分け登る、ふもとの道は多かれと 同じ高嶺の月を見るかな」 すなわち、仏教における宗派、その道は多く、

違いがあっても仏教の目指す真理、お月様は一つである。と歌ったそうです。まさに、ロータリー活動も夫々

の奉仕活動に対する手段が違ってもロータリアンがめざす真理、哲学は同じなのではないかと感じました。 

次年度の田上会長、武藤幹事年度にもより一層のご協力とご支援をお願い申し上げます。長い間本当に有

難うございました。 

 

染谷正美幹事 

一年を振り返って、先ずは秋田会長、会員の皆様そ

して事務局の和久さんのご指導、ご協力により幹事

の責務を終わろうとしています。一年間、本当に有り

難う御座いました。                                                                                        

 また幹事の職務として、クラブが効果的に機能する

よう会長を補佐し、各種の連絡、財務まで慣れない

仕事で皆様に大変ご迷惑をお掛けいたしましたが、

ロータリーの精神を持ってお許し頂きたいと思います。

そして忘れてはならないのは、事務局の和久さんの

存在です。ロータリーの数々の事務手続きから書類

の整理まですべて手際良く確実にこなしていただき

ました、深く感謝を申し上げます。 

 思い起こせば二年半前、秋田会長から声をかけられ迷いながら返事はしたものの、不安の毎日でした。昨

年の２月には選挙となり、秋田会長には当選はしていただきたいがロータリーと両立できるのか、議会で休み

が多くなるのではと心配もいたしましたが会長の持ち前の真面目さ、的確な判断、行動力で難なく両立し会

長の役目を果たされました。 

 ７月に入り新年度がスタートし、会長方針に添って各委員会が委員長を中心に事業計画を立て予算に基づ

き数々の成果を上げられました、改めて感謝申し上げます。また今年度はクラブの活動について何度かのク

ラブ協議会を開き、皆様の貴重な意見を基に水海道クラブとして、より良いクラブ活動に向かって見直しもあ

り、その中で昨年は４５周年事業が行われこの後、水海道ロータリークラブ創立５０年という節目年を迎え周年

事業を考慮し、企画委員会を立ち上げることが出来ました。また国際奉仕委員会の長年に渡って行われて来

たツウンバとの交換学生についても、次年度は新型インフルインザの影響もあり残念ながら学生を送り出すこ

とが出来なくなりました。そして数々のクラブ活動の記録を正確に保存し、後に再現、他の事業に活用出来る

ようパソコンとプロジェクターを購入いたしました。これも皆様方のニコニコ BOX 等への特段のご協力のおか

げと感謝申し上げます。 

 秋田年度も今日が昼の例会としては最後になります、長いようで短かった一年間、皆様方のご支援、ご協

力に感謝申し上げ、まもなくスタートする田上、武藤年度にもこれまで以上のご支援、ご協力をお願い申し上

げまして挨拶とさせていただきます。 
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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 ３６名 １５名 ０名 １５名 １００．００％ 

 

ニコニコボックス（横山 修ＳＡＡ）                 入金計 ￥91,000   累計 ￥2,041,000  

お蔭様にて、今日の日を迎えることが出来ました。  秋田会員 

一年間大変お世話になりました。感謝申し上げます。  染谷（正）会員 

一年間大変お世話になりました。次年度も宜しくお願い致します。  武藤会員 

秋田会長、染谷幹事、一年間ご苦労様でした。  松坂会員 

一年間お世話になりました。  草間・鈴木（豊）  各会員 

秋田会長、幹事さんご苦労様でした。また一年間大変お世話になりました。  小島会員 

クラブ管理運営委員会、一年間ご協力有難うございました。  松村会員 

一年間お世話になりました。秋田会長、染谷幹事、ご苦労様でした。  大串会員 

会長・幹事、一年間ご苦労様でした。  青木（清）会員 

秋田会長、染谷幹事、一年間ご苦労様でした。本日早退します。  熊谷会員 

沖縄タイムス社主催、琉球古典音楽コンクール三線（サンシン）の部の優秀賞に合格しました。 登坂会員 

会員の皆様には米山奨学会委員会にご協力を頂き有難うございました。  福田会員 

秋田会長、染谷幹事、一年間お疲れ様でした！！   石塚（克）会員 

会長、幹事、一年間ご苦労様でした。また財団へのご協力に対し有難うございました。  古谷会員 

秋田・染谷年度、無事帰港おめでとう！お疲れ様でした。  海老原会員 

会長・幹事、一年間お疲れ様でした。プログラムでお世話になりました。  北村（英）会員 

秋田会長、染谷幹事、一年間有難うございました。  五木田（裕）会員 

一年間、お世話になりました。秋田会長、染谷幹事ご苦労様でした。  横山会員 

秋田会長、染谷幹事、一年間お世話になりました。  和久事務局 

早退します。  山野井会員 

例会欠席しました。  染谷（昭）会員 

 

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

 

一年間の思い出 
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秋田会長、染谷幹事、 

一年間お疲れ様でした。 


