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2010-2011 年度 ＲＩ会長       次回例会予定 ７月２８日 2010-2011 年度事業計画 

レイ・クリンギンスミス     ８月４日 ガバナー公式訪問 
 
 
VOL. ４８  No.３ （通算Ｎｏ．2244）      

 

２０１０年７月２１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                             

公式訪問前クラブ協議会                  

                               「グリーンカーテン（ゴーヤ）」 

                                    写真提供：秋田政夫会員 
                                           

 
 

２０１０－２０１１年度      会長 白 井   豊        幹事 大 塚 令 昌 

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 
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URL   http://www.mitukaido-rc.jp/ 
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例会報告   Vol.４８ No.２（No.2243） ７月１４日（水）曇り  (司会 染谷正美副委員長） 

本例会での主な事項 

☆会長挨拶                 ☆２０１０－２０１１年度 事業計画発表 

    

記 念 品 贈 呈   

白井 豊会長より代表して武藤康之前幹事が受け取りました。 

 

誕 生 祝   

≪会員≫北村 仁会員  五木田利明会員 

 

１００％出席者表彰  

青木清人会員 青木正弘会員 飯塚三夫会員 石塚克己会員 海老原良夫会員 大串 卓会員 

大塚令昌会員 小島富雄会員 門脇清孝会員 北村 仁会員 北村英明会員 草間春正会員 

熊谷 昇会員 倉持功典会員 五木田利明会員 五木田裕一会員 斎藤広巳会員 島田 勝会員 

下村清智会員 白井 豊会員 鈴木邦彦会員 鈴木 豊会員 隅屋祐三会員 瀬戸隆海会員 

染谷秀雄会員 田上秀雄会員 登坂 寛会員 中川莞爾会員 長塚 暁会員 福田克比古会員 

古谷榮一会員 松村仁寿会員 皆葉瑞男会員 武藤康之会員 山崎善市会員 山野井周一会員 

山牟田 博会員 横山 修会員 

 

諸 報 告   

２００９－２０１０年度決算報告 武藤康之前幹事 

   別紙の通りです。 

会計監査報告  大串 卓会員 

２００９－２０１０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付いて監

査した結果、すべて符合しており適正でありましたことを報告致します。 

 

親睦活動委員会 古矢 満委員長 

納涼会のご案内 

９月１１日（土） 東京湾周遊ディナークルーズ 

１５：３０ 白井石油さん前出発 

１８：００ 乗船（天王洲クリスタルヨット桟橋より） 

会費： 会員 ８,０００円  家族大人５,０００円／１人  中高生以下３,０００円／１人 

 

国際奉仕委員会 倉持功典委員長 

７月３日（土）ツウンバ交換派遣学生のオリエンテーションを開催致しました。今年は３名の学生を派遣す

る事が出来ました。 

今後の予定 

８月４日（水）例会にて出発前の挨拶 

８月７日（土）出国 

８月１７日（火）帰国 

８月２５日（水）例会にて帰国挨拶 
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幹 事 報 告  大塚令昌幹事 

週報受理クラブ 牛久ＲＣ、藤代ＲＣ 

例会変更通知   牛久ＲＣ ７月２６日（月）午後７時より 清瀧 

   ８月１６日（月） 休会 

 

会 長 挨 拶  白井 豊会長 

皆様、こんにちは。７月第２例会のご挨拶を申し上げます。 

梅雨の真只中で各地では種々とゲリラ豪雨に悩まされております。当地

区も毎日はっきりしない天気が続いております。 

 今年度もガバナー公式訪問が８月４日と早く、直近に迫っております。こ

の様な事で現況報告書の作成が急がれており、去る７月７日の第１回例会

当日に大変大勢の方々に参加頂き、商工会の会場をお借りして、無事完

成致しました。ご協力に心から感謝申し上げます。 

 さて、今年度は新型インフルエンザ等の事で中断したツウンバとの交換学

生が復活して、早速に３名の高校生を派遣する運びとなりました。国際奉仕の倉持委員長をリーダーに

段取りよく進めて頂き、今月３日（土）に我々ロータリーサイドと出掛ける３人のお子さんと夫々のお母さん

方との顔合わせも済み、後は出発待ちと順調に進んでおります。私の印象と致しましても、３人共に積極

的にオーストラリアの事を勉強しようという意欲を感じ嬉しい限りです。 

 そして、今日は１１日に行われた参議院議員選挙について少々お話をさせて頂きます。民主党の内紛

或いは消費税等と話題は豊富でしたが、投票率が全国レベルで５８．６４％から５７．９２％と、又０．７２％

の下落と選挙に対する国民の意識の低さには大いにがっかりしました。因みに我が茨城県は全国４０番

目で５５．１１％と非常に低い数字でした。但し、前回よりは１．１１％上昇しました。常総市とつくばみらい

市を見てみると常総市４９．４４％、４４市町村中下から３番目、つくばみらい市５２．０４％でやはり下から７

番目と残念な結果でした。今後は少しでも上昇すればという気持ちでいっぱいです。そうは申しましても、

今後の国政の動きに注目したいものです。 

最後にもう一度、公式訪問に向けての皆様のご協力をお願い申し上げて挨拶を終わります。 
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２０１０－２０１１年度 事業計画 

会員組織委員会 大塚令昌委員長 

会員組織委員会は、会員増強を筆頭に広報委員会・会員選考・ロータリー情

報・職業分類の５委員会によって構成され、よって各委員会の目標にそって

魅力ある運営で進みたいと思います。 

１. 会員の増強 

２. 会員の退会の防止 

３. お互いの情報の公開 

４. 委員会による疎通 

上記を一致協力して行動できるよう努力致したいと思います。 

 

会員増強委員会 熊谷 昇委員長 

会員増強は、クラブの最も重要な活動であり永続的な課題でもあります。 

本年度は、つくばみらい市、常総市石下地区への拡大、また女性会員の参加

など従前から課題も含め、純増２名以上を目標に活動をしていきたいと思いま

す。 

1. 会長目標 純増２名を目指し、会員各位の協力のもと拡大したいと思い

ます。 

2. 地域的な広がり、女性会員の拡大も視野に入れ実現したいと思います。 

 

広報委員会 草間春正委員長 

当委員会は、対外へのＰＲと宣伝に活動しクラブの理解を深めて行きたいと思います。また、昨年度同様

下記の機関に水海道ロータリークラブの週報を配布し、当会の活動を広めて参ります。 

１. 常総市役所企画課・秘書広聴課 

２. 常総警察署 

３. 茨城県立水海道第一高等学校 

４. 茨城県立水海道第二高等学校 

５. 茨城新聞県南支所 

 

職業分類委員会 長塚 暁委員 

職業分類委員会は、２００４年より職業分類に対する正会員の一般規定、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１

０％より多くならなければよいと、規定に変更があり、当クラブでも数年来職業分

類表を検討しつつ、大幅な内容変更を実施して参りました。 

また、新会員が推薦され、該当の分類がなかった場合には、迅速に委員会を開

催し、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。 

会員増強・会員選考、両委員会と連携を密にし、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 小島富雄委員長 

当委員会は、会員増強委員会から会員候補者を選考基準に照らして検討し、

職業分類委員会と連携をとりながら新会員の増強に寄与するものと思ってお

ります。選考基準につきましては、下記事項の観点から選考に当たります。 
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１. 常に例会に出席できるかどうか 

２. 協調性と人格についての適格性 

３. 入会後奉仕の精神を育てる可能性 

４. 財政的義務を果たせる条件 

上記の条件に適合する望ましい若い新会員の増強を目指します。 

 

ロータリー情報委員会 中川莞爾委員長 

当委員会は、正しいロータリーを理解する事によって、会員の質の向上・退会防止、プログラムへの参加

等に対して、極めて重要であります。この事を委員会が理解し、次の６つの事業

に積極的に取り組む事にしました。 

１. 新しい会員、及びロータリー歴の長い会員に対し、情報集会を年に２回以

上行う。 

２. 「入会のしおり」を作成し、入会時に配布する。 

３. ロータリー創立記念日に因んで、外部または内部卓話をお願いする。 

４. 水海道ロータリー創立記念日に、会員の中から卓話をお願いする。 

５. 世界大会、地区大会、地区協議会、ＩＭその他の行事には出席を促し、理解を深めるように努める。 

６. 情報誌を利用し、ロータリーの最新情報を会員に提供する。 

 

クラブ管理委員会 青木清人委員長 

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ことです。会長が掲げた目標の

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」運営に繋がるものと考えています。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図っていきたいと考えています。

委員長としては、クラブの副会長も兼ねておりあらゆる面において会長をフォ

ローしつつ目標の達成に寄与せねばと思っています。 

 

出席委員会 古谷榮一委員長 

本クラブ例会は、会員の義務であるクラブ内の活性化によって大事な活動に大

きく影響するものと思われます。よって次の目標を掲げ出席率の向上を推進しま

す。 

１. 出席しやすい環境づくり 

２. あらゆるロータリーの会合への参加を推進 

３. 他クラブへの積極的なメークアップ 

４. 無断欠席を無くす 

５. 長期欠席者へのアプローチをする 

 

親睦活動委員会 古矢 満委員長 

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（９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） 



THE WEEKLY REPORT 

 6 

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 北村英明委員長 

“ロータリーの活動の原点は例会にあり”と良く言われます。創立５０周年を数年

後に控えた歴史と伝統のあるクラブにふさわしい“秩序正しく厳粛に”を基本とし、

その中で楽しさ・和やかさを味わえる例会の設営に努めてまいります。 

１. 他委員会との連携を図り会場設営に配慮し、気品と風格のある例会の運営

に努力致します。 

２. 出欠者状況の把握を徹底し、弁当代等の無駄を少なくするよう努力します。 

３. クラブ奉仕活動の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

額達成を目指します。 

 

出 席 報 告 （古谷榮一委員長） 

会員総数 出席者数 欠席者数 賜暇 メーク 出 席 率 
５７名 ４８名 ９名 ０名 ９名 １００．００％ 

 

ニコニコボックス 北村英明委員長              入金計 ￥92,000   累計 ￥294,000  

≪誕生祝御礼≫北村（仁）、五木田（利） 各会員 

米山奨学会で勉強をしてきました。今年もご協力宜しくお願いします。   白井会員 

ＲＩ会長テーマ、修正致しました。  大塚会員 

７月１２日（月）第１５回県南市町村対抗ゴルフ大会水海道ＧＣ、常総市幹事で無事終了しました。常総市

は第２位でした。松坂会員には、県南市町村ゴルフ協議会初代会長としてご挨拶頂きました。有難うござ

いました。  斎藤会員 

宜しくお願い致します。  鈴木（茂）会員 

ループタイ頂きました。早退します。  下村会員 

本日早退します。事業計画（新世代）発表は第４週で！！  石塚（克）会員 

 

会報委員会 秋田政夫委員長 石塚利明副委員長 穂戸田好範委員 石塚幸一郎委員 

 

          

※ お詫び 

カメラ不調により写真掲載のないところがあります。大変申し訳ございません。 会報委員会 


