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2009-2010年度 ＲＩ会長       次回例会予定 ７月２９日  公式訪問前クラブ協議会 

ジ ョ ン ・ ケ ニ ー      ８月５日  ガバナー公式訪問 
 
 
VOL. ４７  No.４ （通算Ｎｏ．２２０6）      

 

２００９年７月２２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 

外部卓話   労働基準監督署              臨時特急 「リゾート踊り子」 

                          写真提供者：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.３（No.2205） ７月１５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    ☆２００９－２０１０年度 事業計画発表 

 

諸 報 告 

新世代奉仕研究会報告  （登坂 寛委員長） 

７月１２日に市民ホールつくばねで行われた新世代奉仕研究

会に出席してまいりました。出席者は他に石塚克己会員、そし

て地区委員として染谷秀雄会員が出席されていました。 

午前中セレモニーの後に「青少年に関わる犯罪」という題で、

茨城県つくば中央警察署 野々下 勲署長の講演を聞きまし

た。午後は、インターアクト委員会、ローターアクト委員会、新世

代並びにライラ委員会の３つの分科会が開かれ、私が新世代

並びにライラ委員会の分科会に、石塚克己会員がローターアク

ト委員会の分科会にそれぞれ出席致しました。新世代並びにラ

イラ委員会の分科会では、第３０回ライラセミナーの説明と、青

少年育成講師派遣についての報告がありしまた。今年のライラセミナーは、１０月９日から１１日にかけて

北茨城にて開催されます。水海道ロータリークラブより、染谷秀雄会員が新世代並びにライラ委員会の委

員として出向しておりますので、会員の皆様にはより多くの参加者を推薦していただきますようお願い申

し上げます。 

 

米山記念奨学会 （青木正弘委員長） 

米山梅吉記念館見学会のご案内 

９月１３日（日）～９月１４日（月） 参加希望の回覧を致します。宜しくお願いします。 

 

２００８－２００９年度１００％出席表彰 

古谷栄一会員 

 

幹 事 報 告  武藤康之幹事 

週報受理クラブ なし 

例会変更通知 なし 

 

会 長 挨 拶  松坂興一副会長 

会長急用のためお休みですので、代わってご挨拶申し上げます。この

席からお話申し上げるのは、１２年ぶりということで、いささか緊張とまた

懐かしさも感じているところがあります。 

さて、先週例会終了後午後６時から商工会におきまして、クラブ現況

報告書の作成作業が行なわれ、会員多数がご参加下さいまして立派

に出来上がりました。このところ数年来、現況報告書は自主作成され

ておりスッカリ慣れてまいりまして出来栄えも見事なものであります。ご

承知の通り事務局で大半を作成してしまうわけですが、それでも皆さ

んのご協力なくしては短時間での製作は出来ません。御礼を申し上げます。 

この後インフォーマルミーティングと席を換えて懇親の場を持ったのですが、興に乗っての会話は、ロー
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タリアンならではのものだと常々感じておったところですが、話の端々に本音が出て、まことに私感に満々

たるもので、これこそロータリーの効用ではないかと感心致しております。是非とも皆さんもこうした集まり

を有効利用なさっていただきたいと願っております。今日は、これから本年度の各委員会の事業計画の

発表がありますので、これに止めたいと存じます。またの機会がありましたらこの続きをお話したいと存じ

ます。有難うございました。 

 

２００９－２０１０年度 事業計画 

ロータリー情報委員会 長塚 暁委員長 

ひロータリー情報委員会は、会員の皆様に正しいロータリー情報を理解し

ていただくよう手続要覧、ロータリー情報資料集の中から新しい情報を提供

致します。ロータリーの理念、歴史そしてクラブの活性化と質の向上、会員

増強、退会防止等に繋がる情報も全会員と共に勉強しながら、４つの目標

をあげ、実践し進めていきたいと思います。 

１．新入会員、先輩会員の情報集会を前後期各１回行う。 

２．プログラム委員会と連絡を取り、例会時機会をみて３分間卓話を行い情

報提供を行う。 

３．ロータリー情報に関するインパクトある外部卓話を行う。 

４．入会のしおりを新入会員に配布する。 

 

クラブ管理運営委員会  松坂興一委員長 

本委員会の責務は、管轄下の７つの委員会に対してその活動を積極的に

協力、支援を行い円滑なるクラブ運営に努めるものである。会長が掲げた

次年度目標の達成に向け、活発な委員会活動はクラブ内での活性化と共

に結果として「効果的なクラブ」運営につながるものと考えている。組織委員

会とも緊密な連係をとりながらクラブ奉仕部門の一層の充実をはかっていき

たいと考えている。委員長としては、クラブの副会長も兼ねることからして、

あえて会長経験者を選任した会長の意図を理解すると共に、あらゆる面に

おいて会長をフォローしつつ年次目標の達成に寄与せねばと思っている。 

 

出席委員会  福田克比古委員長 

クラブの例会の出席は、会員の義務であり、出席率はクラブの活性

化、活動に影響するものと考えられますので、出席しやすい環境づ

くりに努め、ロータリーのあらゆる会合の参加を勧めるなど、メークア

ップを奨励し、１００％出席会員の増加を目指し、更に１００％出席会

員の表彰を行う。特に無断欠席を無くすよう努める。 

 

親睦活動委員会  古矢 満副委員長 

１．例会においてのお客様のご紹介 

２．例会において会員とご夫人の誕生祝の実施 

３．納涼会の実施（８月） 

４．忘年会の実施（１２月） 

５．新年会の実施（１月） 

６．観劇会の実施（３月） 
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７．親睦ゴルフ大会の実施（５月） 

このような事業を実施し、会員並びにご家族間の和を広げ、友好を深められるよう楽しい企画を心掛けて

行きたいと思います。一年間どうぞ宜しくお願い致します。 

 

ＳＡＡ委員会  瀬戸隆海委員長 

ＳＡＡは、創立４７年という歴史を積み重ねたクラブにふさわしく秩序正しく

品格かつ厳粛な中にも、融和のある例会の運営に心がけることを目標とい

たします。 

そのためには、クラブ会員一人一人がロータリーの精神を尊び、遂行してい

ただくことを願うものであります。 

１． 関係委員会と調整を図り会場設営に配慮し、気品と風格ある例会の運

営になるよう努力いたします。 

２． 例会出欠状況を徹底し、関係諸費用の無駄を最小限になるよう心がけます。 

３． クラブ奉仕活動活性化を図るため、財源となるニコニコボックスへの協力を呼びかけ、目標金額の達

成を目指します。 

 

会報委員会  染谷正美委員長 

当委員会は週報の発刊により例会記録保存と会員の皆様に情報伝達を行

い、会員相互の調整を図り各委員会の活動状況などを報告します。 

１．毎週例会の記録を正確に保存し、会員及び他のクラブへの情報交換に

務めます。 

２．各委員会と連絡をとり活動状況の報告、次週の例会プログラムを予告し、

出席率を高めたいと思います。 

３．紙面に工夫を図り、興味を注げるよう配慮していきたいと考えています。 

 

雑誌委員会  鈴木 豊委員長 

「ロータリーの友」は、会員の情報誌であります。 

 「ロータリーの友」のクラブ内浸透を図るための施策として、 

イ）毎月はじめての例会において、記事の紹介 

ロ）ロータリーの友への投稿を勧める 

ハ）ロータリー活動広報の一環として、ロータリーの友を配布する 

＊今年は配布先を考慮し、効果ある配布方法を検討します。 

 

職業奉仕委員会  鈴木 豊委員 

ロータリーの職業奉仕とその実践について、ロータリーの目的は「倫理運

動である」標準ロータリークラブ定款第３条。ロータリーのロータリーたる

所以は職業奉仕にあり 

１．職業奉仕の実践は先ず例会に出席する事（自分を高める、例会に出で心を磨く、倫理を磨く） 

２．職業奉仕は全ての職業関係において、全ての行動に愛を込める事、職業に倫理を適用する事３．Ｓ

ＡＡの協力を頂き、第二例会時「四つのテスト」の斉唱を行う 

４．毎例会時「職業宣言」をテーブルにセットする 

５．職場見学会の実施（会員の職場） 
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ＩＴ委員会  石塚克己委員長 

①クラブ、委員会の事業を広報、事務局とタイアップして記録、写真、デ

ータ作りを推し進める。 

②５０周年に向けて過去のデータを掘りおこし、活用できるよう、整理して

おく。在籍の長い会員諸氏に記念誌や写真等の提供をご協力を頂く。 

③ホームページ上での水海道クラブの PR と全国のクラブのトピックスをも

例会で紹介していく。 

 

 

社会奉仕委員会  大串 卓副委員長 

社会奉仕委員会は、地域社会の啓発事業を主として行い、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

神のもとに地域の人々と共に勧めていきます。そしてロータリーから地

域社会に対して、情報を発信出来るよう以下の事業を推進していきた

いと思います。 

１．継続事業として、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、支援を行う。 

２．赤い羽根、歳末助け合い募金等に対する協力 

３．バザー（市民文化祭）への出品 

４．環境問題に対する事業推進 

５．地域で隠れた奉仕活動を長年行っている方々の発掘、協力及び支援を行う。 

６．ＤＤＦの活用 

 

国際奉仕委員会  倉持功典副委員長 

本年度、国際奉仕委員会は、これまで継続されてきた青少年の国際交

流を支援する活動を行い、また国際奉仕としての新しい事業を企画実行

したいと思います。 

１．ツウンバＲＣへの交換学生の派遣（今年度は諸事情により中止となり

ました） 

２．ツウンバＲＣからの交換学生の受け入れ 

３．ＷＣＳへの協力 

４．新事業への企画・実行 

 

新世代奉仕委員会  登坂 寛委員長 

次の世代を担う青少年を正しく導くことを目標とした新世代奉仕は、ロータリ

ーの奉仕活動の中でも、大いに意義のあるものであると思います。そこで、

当委員会では会長方針に沿って、次のような活動を行っていきたいと思い

ます。 

１． ライラセミナーへの参加推進 

２． ボーイスカウト、ガールスカウトへの助成 

３． 子供たちを対象にした新事業の検討 
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ロータリー財団  五木田利明委員長 

ロータリー財団委員会は、会長方針でもある年次寄付を１人１１０ドル、ポ

リオプラス支援１人５０ドルを目指すと共に新ベルファクターを創出したい

と考えます。ロータリー財団のあり方、必要性を理解していただき、寄付

をお願いしたいと思います。また、今年度は補助金の利用を是非とも考

え活動の一助にしたいと思いますので会員の皆様にはご協力頂きます

様お願い致します。 

 

 

米山記念奨学会  青木正弘委員長 

１. 米山記念奨学事業へのご理解と寄付をお願いする。 

２. 奨学生をお世話頂くカウンセラーを補佐し奨学生とクラブとの融和をは

かる。 

３. 米山記念事業をご理解いただくため、米山梅吉記念館を見学し翁の偉

業と功績を学ぶ。 

 

 

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 
５１名 ３８名 １３名 ０名 １３名 １００．００％ 

 

ニコニコボックス 瀬戸隆海ＳＡＡ            入金計 ￥15,000   累計 ￥356,000  

日曜日、高校野球の応援に行ってきました。案の定一回戦で負けました。たまには勝てヨ！ 武藤会員 

１００％例会出席で賞品を頂きました。  古谷会員 

昨日の誕生日に娘からネクタイをプレゼントされました。  石塚（克）会員 

暑い日が続きます。体に気をつけましよう。  横山会員 

例会欠席しました。  福田・古矢  各会員 

梅雨が明けました。熱中症には注意しましょう。   瀬戸会員 

 

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 

 

    


