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2009-2010年度 ＲＩ会長       次回例会予定   ７月２２日  会員卓話 

ジ ョ ン ・ ケ ニ ー       ７月２９日  公式訪問前クラブ協議会 
 
 
VOL. ４７  No.３ （通算Ｎｏ．２２０5）      

 

２００９年７月１５日（水）例会プログラム 

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 

２００９－１０年度 事業計画発表             祇  園  祭 

                                 写真提供：常総市役所 
 
 
 
 
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.２（No.2203） ７月８日（水）曇り  (司会 斎藤広巳委員長） 

本例会での主な事項 

☆会長挨拶    ☆２００９－２０１０年度 事業計画発表 

 

入 会 式    門脇清孝会員 

  今回の移動で水海道支店に赴任してまいりました、門

脇です。 

水海道に来てまず驚いたのは、高萩ＲＣでは会員数がこ

の半分くらいしかいませんので凄く多い事と、出席率のい

い事に驚いています。ご指導の程宜しくお願いします。 

 

所属委員会は、副会計 

 

 

ビ ジ タ ー 

 米山奨学生  金 憲周さん 

 

誕 生 祝 

 

≪会員≫北村 仁会員 

≪配偶者≫鈴木（豊）会員 

 

 

 

 

 

 

 

諸 報 告 

２００８－２００９年度会計報告 （染谷正美前幹事） 

別紙の通り 

 

２００８－２００９年度会計監査報告 （青木清人監査委員） 

２００８－２００９年度水海道ロータリークラブの収支決算について、関係諸帳簿と証拠書類について監査

した結果、すべて符合しており適正であったことを報告致します。 

 

２００９－２０１０年度予算 （武藤康之幹事） 

別紙の通り 

 

米山記念奨学会 （青木正弘委員長） 

米山記念館見学会のご案内 

９月１３日（日）・１４日（月）を予定しております。詳細につきましては、後日改めてご案内致します。 
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幹 事 報 告  武藤康之幹事 

週報受理クラブ 竜ヶ崎ＲＣ、牛久ＲＣ 

例会変更通知 竜ヶ崎ＲＣ ７月２１日（火） 松泉閣 

  牛久ＲＣ ７月２７日（月）午後７時より ふしみ 

 

２００８－２００９年度１００％出席表彰 

ホームクラブ１００％出席者  鈴木邦彦会員 

青木（正）会員、青木（全）会員、秋田会員、飯塚会員、上野会員、石塚

（克）会員、海老原会員、 

大串会員、小島会員、北村（仁）会員、北村（英）会員、北村（陽）会員、 

熊谷会員、倉持会員、五木田（利）会員、五木田（裕）会員、島田会員、 

下村会員、白井会員、鈴木（邦）会員、鈴木（豊）会員、隅屋会員、 

瀬戸会員、染谷（秀）会員、染谷（正）会員、田上会員、登坂会員、 

長塚会員、福谷会員、松坂会員、松崎会員、松村会員、皆葉会員、 

武藤会員、山崎会員、横山会員 

 

 

会 長 挨 拶  田上秀雄会長 

 皆様こんにちは。７月第２回例会の挨拶をさせていただきます。 

毎日はっきりしない蒸し暑い天候ではありますが奄美大島はすでに梅

雨明けを迎えました。もうすぐ関東にも梅雨明けの便りが届くことでしょ

う。会員の皆様方に於かれましては体調に十分留意していただきたい

と思います。本日は米山奨学生である金 憲周さん、ようこそいらっし

ゃいました歓迎申し上げます。 

さて今日は地区方針一つである、「職業分類の原則を守り、職業倫理

向上のロータリーの原点を大切にしよう」 

・多様性は力。異なった経歴、職業の会員を増やそう。 

・次世代を担う若い会員を増やそう。 

今回はこのテーマについて少しお話したいと思います。 

これらは私達の大きな目標の一つである「会員純増５名」につながるものです。 

 職業分類の原則とは 

会員の事業または専門職務に基づき一つの職業分類を各会員に割り当てることにより、この制度は各ク

ラブ会員が地域社会の事業と専門職務の構造を反映できるようにするものです。クラブの規模によってあ

る特定の職業分類を保有することのできる会員数が制限されています。 

その目標は会員職業の多様性を保つことによってクラブの懇親的な雰囲気を盛り上げ、奉仕プロジェクト

を実施するための豊かな専門知識を提供し、クラブの指導者を育成することです。 

そこで私達の地区クラブ会員の皆様方の現在の職業別会員数を調べてみました。 

別紙の通りです。 

御覧のように現在３９の職種の方々がクラブ会員として活動していただいております。今後新しい会員を

増やすにあたり職種についても異業種の方々が一人でも多く、このロータリークラブ会員になっていただ

けるよう心がけていきたいと思います。 

地域における指導的立場の実業人・職業人である方々、また若いビジネスリーダーの方々を皆様の友人、

知人の中からご紹介いただき「会員純増５名」を達成できるよう皆様と共に活動してまいりましょう。 
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２００９－２０１０年度 事業計画 

会員組織委員会 白井 豊委員長 

会員組織委員会は、会員増強、広報、職業分類、会員選考、Ｒ情報の

５委員会で構成されており、各委員会と密接な連絡を図りながら、次の

ような方針で活動を推進するよう努めてまいります。 

１．会員増強には、地区目標の達成に全力を挙げ、特に退会の防止

に努める。 

２．地域にロータリーを正しく理解してもらう。 

３．分類については大幅に緩和されたことにも係わらず、有効活用が

上手に利用されていないので増強委員会と協力して円滑に勧める。 

４．クラブ会員はもとより、会員候補者にロータリーについてあらゆる知識と理解を広め、ロータリーの考え

方を情報委員会と共に伝えて行きたい。 

当委員会は会長エレクトでもあり、会長を補佐する大任を担っているので、会長方針に則して円滑な運

営に努力する。 

 

会員増強委員会 北村陽太郎委員長 

ロータリーの最重要テーマの一つである「会員増強」について本年度ジョ

ン・ケニーＲＩ会長は７つの優先事項の中に「質的にも量的にも会員組織

を世界的に拡大する」として、各ロータリアンにロータリー入会を勧めるこ

とを求めています。さらに田上会長は、つくばみらい市、常総市、両市で

人口１０万人を擁し、そこで唯一の当クラブの会員増強目標を純増５名と

しています。 

以上により、以下の目標を掲げ活動をしていきたいと思います。 

１．会長目標の純増５名を目指し、会員各位の協力のもと会員候補を推

薦する。 

２．前年度より懸案であります女性会員の推薦についても会員各位の意見を取り入れ実現したいと思い

ます。 

 

広報委員会 皆葉瑞男委員長 

広報委員会の目的は、広くクラブ内外にロータリーの理解、認識、支援を伝

達することが目的であると思われますので、そのために次のような事を重点

目標に広報活動を勧めてまいりたいと思います。 

１．地域社会にＰＲ出来るよう色々な地域広報紙を通し、広く一般の人々に

ロータリー活動について理解して頂ける様努めてまいります。 

２．クラブにおいては、雑誌委員会、社会奉仕委員会、ロータリー情報委員

会、等の各委員会と密に連絡、協力し、クラブ会報誌、ガバナー月信、ロー

タリーの友等に情報を提供し、広報活動を展開してまいりたいと思います。 

 

職業分類委員会 青木清人委員長 

職業分類委員会は、ここ数年職業分類に対する正会員の一般規定、また

分類からの正会員に対する人数制限が緩和され、同一職業分類により５名、

但し会員数が５１名以上のクラブでは、同一職業分類に属する正会員がク

ラブ会員の１０パーセントより多くならなければよいと、規定に変更があり、当
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クラブでも数年来職業分類表を検討、大幅な内容変更を実施して参りました。 

今年度は一部見直し、また新会員が推薦され、該当の分類がなかった場合には、速やかに委員会を開

催、新たな分類を作成し理事会へ提出していきたいと思います。また、会員増強、会員選考、両委員会と

連携し、両委員会が行動しやすいよう未充填の分類表も作成していきたいと思います。 

 

会員選考委員会 青木全弘委員長 

本年度は、会長よりの命題である純増５名達成に努め、当委員会として

の責務を果たしたいと思います。そのため、会員増強委員会及び職業分

類委員会と連携を密にしてまいります。 

選考に当たって特に留意点 

１．会員候補として、人格及び社会的評判が良いか 

２．例会に出席出来るか 

３．ロータリアンとしての奉仕を実践できる可能性があるか 

４．会員としての財務的義務を果たせるか 

 

出 席 報 告 （山崎善市副委員長） 

会員総数 出席者数 欠席者数 賜暇 メーク 出 席 率 
５１名 ４６名 ５名 ０名 ２名 ９４．１２％ 

 

ニコニコボックス 瀬戸隆海ＳＡＡ            入金計 ￥143,000   累計 ￥341,000  

誕生祝御礼 ≪会員≫北村（仁）会員 ≪配偶者≫鈴木（豊）会員 

高萩より赴任してまいりました。宜しくお願い致します。  門脇会員 

皆様、１００％目指して宜しくお願いします。本日、現況報告書作成しますので、お手伝い宜しく。 

田上会員 

地区職業奉仕担当諮問委員を担当します。第８分区ＩＭ担当カウンセラーにもなりました。皆様のご協力

をお願い致します。  北村（仁）会員 

出席率１００％達成の皆様、おめでとうございます。  青木（清）会員 

２００８－２００９年度 １００％出席表彰者 青木（正）・青木（全）・秋田・飯塚・上野・石塚（克）・海老原・ 

大串・小島・北村（仁）・北村（英）・北村（陽）・熊谷・倉持・五木田（利）・五木田（裕）・島田・下村・白井・ 

鈴木（邦）・鈴木（豊）・隅屋・瀬戸・染谷（秀）・染谷（正）・田上・登坂・長塚・福谷・松坂・松崎・松村・皆葉・

武藤・山崎・横山   各会員 

会計監査、ありがとうございました。  染谷（正）会員 

お弁当ピッタリでした。  瀬戸会員 

本日、無事出席出来ました。  山野井会員 

先週、休みました。田上会長の所信表明を聞けないのが残念でした。また、今年一年雑誌委員会を宜し

くお願いします。  鈴木（豊）会員 

例会欠席しました。  二本松・横山・染谷（昭）  各会員 

その他  石塚（利）会員 

 

 

会報委員会   染谷正美委員長   秋田政夫副委員長   上 野  博委員 
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 平成２１年７月８日（水） 商工会にて 

  

  

   

   お手伝い頂きました会員の皆様、ありがとうございました。 

撮影者：石塚克己会員、武藤康之幹事 


