３月は識字率向上月間です
THE WEEKLY REPORT
ＲＩ第 2820 地区



2012-2013 年度 ＲＩ会長
田 中 作 次

次回例会予定

４月１０日 会員卓話
４月１７日 外部卓話

VOL. ５０ No.３２（通算Ｎｏ．2353）
２０１３年４月３日（水）例会プログラム
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
会長挨拶
外部卓話
県議会議員 神達様

「ミャンマーの日の出」
写真提供：大塚令昌会員

２ ０ １ ２ - ２ ０ １ ３ 年 度

会長 青 木 正 弘

幹事 石 塚 克 己

創立 １９６３年９月２５日
≪例 会 場 ・ 例 会 日≫
〒303-0023 茨城県常総市水海道宝町 2790

≪事 務 所≫
〒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
毎週 水曜日 12:30～13:30 ☎ 0297-22-1251

℡0297-30-0875
E-mail
URL
1

釜久ビル 3F
Fax0297-30-0876

mitsu-rc@lapis.plala.or.jp
http://www.mitukaido-rc.jp/

３月は識字率向上月間です
THE WEEKLY REPORT
例会報告

Vol.５０ No.３１（No.2352） ３月２７日（水）雨 (司会 倉持功典委員長）

本例会での主な事項
☆会長挨拶

☆外部卓話

（社）水海道青年会議所第３３代理事長
堀越健太郎様

ビ ジ タ ー
（社）水海道青年会議所第３３代理事長 堀越健太郎様
事務次長 吉江様

誕

生

祝

≪会員≫亀崎徳彦会員

染谷正昭会員

幹 事 報 告

石塚克己幹事
週報受理クラブ
竜ヶ崎ＲＣ、藤代ＲＣ
例会変更通知

会 長 挨 拶

なし

青木正弘会長
ご挨拶申し上げます。 さくらの開花情報がテレビから流れ何となくウキウキと
しお花見でも行こうかなとの気分になります。お花見の時期は日本の一番美し
い時期かと思いますので皆様もさくらの下で熱燗でも如何でしょうか？
本日は、水海道青年会議所第３３代理事長堀越健太郎様と吉江事務次長様
にお出で頂きました。
会員一同ご歓迎申し上げます。この後卓話を頂きますので宜しくお願いいた
します。

今日は、茨城県はどのようにして成立したか、という話をさせて頂きます。
明治初年、現在の茨城県の県域には水戸藩を筆頭に１４の藩領があり、仙台や前橋といった諸藩の領地
や幕藩直轄地、旗本領などが入り乱れており、このうち幕府領と旗本領は政府に接収され直轄支配を受
けることになりました。
明治４年（１８７１年）７月の廃藩置県によって、水戸・松岡・笠間・宍戸・下妻・下館・松川・石岡・土浦・志
筑・麻生・牛久・龍ヶ崎・結城・古河と１５の県が誕生し、さらに４ヶ月後の１１月１３日、これらの県の統廃合
が行われ、この結果、北部に茨城県（水戸・松岡・笠間・宍戸・下妻・下館に若森県の一部）、南部に新治
県（松川・石岡・土浦・志筑・麻生・牛久・龍ヶ崎に若森県の一部、のちに千葉県となる多古・小見川・高
岡など）、西部に印旛県（結城・古河・若森県の一部、のちに千葉県となる関宿・佐倉・葛飾・曽我野・生
美など）が生まれました。茨城県は水戸に、新治県は土浦に、印旛県では佐倉にそれぞれ県庁が置かれ
ました。 この３件のうち、印旛県は明治６年６月に木更津県と合併し千葉県となり、さらに明治８年５月に
は新治県が廃止され、利根川を境界として千葉と茨城の両県に分割。これにより新治・筑波・信太・河内・
2

３月は識字率向上月間です
THE WEEKLY REPORT
行方・鹿島の諸群が新治県から茨城県に編入され、千葉県からも猿島・結城・岡田・豊田・葛飾・相馬が
茨城県に編入されこの段階でほぼ現在の茨城県域が確定しました。 ちなみに「茨城県」という県名は、
明治４年に茨城県が誕生した際、県庁が置かれた水戸が茨城郡にあったことから命名されました。茨城
の名は養老６年（７２２年）頃に成立した「常陸国風土記」に登場します。
地名の起源について「風土記」には、朝廷からこの地に派遣された黒坂命が、命令に従わない「国巣」と
呼ばれる人々の住居である穴倉に茨蕀を仕掛けて殺したこと由来するとしています。また黒坂命が「茨」
で「城」を作り反乱勢力と戦ったためともいわれます。
この古い地名が「風土記」の説話とともに脈々と地元に受け継がれ、明治の世に県名として復活を遂げま
した。

外 部 卓 話

水海道青年会議所第３３代理事長 堀越健太郎様
社団法人 水海道青年会議所 第 33 代理事長 堀越健太郎です。
水海道ロータリークラブ様には、年２回の通常総会と青少年育成事業で
あります、わんぱく相撲水海道場所等の事業にご協力いただきありがとうご
ざいます。
私たち青年会議所は『奉仕・修練・友情』の三信条をもって、月に一度、
例会を開催しております。1 月は新年会例会と総会を開催しました。2 月に
は、メンバーの修練を考え研修事業を開催しました。今月には、まちづくり

委員会が企画しました水海道 JC 国際交流へのみちと題し水海道国際交流友の会の荒井様の講演後、
市内にある海外の方が経営しています、飲食店に出向き実態の調査や料理を食しました。今後の事業
へつながる例会となりました。
今後も茨城県が発祥であり毎年開催していますオセロ大会の開催や青少年育成事業・地域の活性に
つながる事業を開催していく予定であります。
青年会議所だけではなく多くの団体や人々が同じ思いをもって地域のことを考えられたならば素晴らし
いまちになるのではと思っています。
最後になりますが、今後も水海道青年会議所をよろしくお願いいたします。

クラブ協 議 会
ツウンバクラブとのタンナ島シャワー設備建設について

青木正弘会長

３月６日理事役員会決定事項 ツウンバクラブとのタンナ島シャワー設備建設の件について再度報告と
経過及び内容の説明をさせて頂きます。
今年度始め頃、ツウンバロータリークラブＭｒＴｉｍ Ｄａｖｉｓより水や衛生面で深刻な健康問題を抱える
地域に共同水施設（シャワー設備）を作りたい。建設作業は全てボランティアで行うのでこれらの材料の
購入費を支援するために、水海道ロータリークラブ５０周年にちなんで、ツウンバクラブと水海道クラブと
のマッチンググラントとして参加してもらえないかと要請がありました。
早速５０周年実行委員会で検討の結果記念事業の一つとして協力しようと言うことになり石岡ＲＣ山本さ
んにアドバイスを頂きながら詳しい資料を要求し続けましたが一向に資料が届かず日にちもだいぶ経過
しこの先の見込みも不透明だとの判断から５０周年の記念事業としてのこのマッチンググラントはやめると
いう判断に至りました。
処が２月になりましてツウンバロータリークラブ会長のＭｒシェインドイルより手続きやら、時間等の関係
からマッチンググラントは取りやめたがプロジェクトは実施したい。ＡＵＤで３０，０００ドルの半分を水海道
クラブで負担してほしいという要望が届きました。
ツウンバロータリークラブは、市内に所在するクリスタデリアン教会と協力をしてバヌアツ共和国、タンナ島
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に今年５月末までにシャワーブロックを作ることを決めております。 クリスタデリアン教会はタンナ島の子
供たちの為に現地で小学校を運営しておりツウンバＲＣのメンバーは年２回現地を訪問し、トレーニング、
健康チェック、施設改善のプロジェクトを実施しておりますが、訪問時に多くの人々が皮膚病に感染して
いることがわかり、衛生環境を保つためシャワーブロックを増設する事を決めました。
では、バヌアツ共和国 タンナ島はどの辺の国なのか？
オーストラリア・ケアンズの東、約１，８００ｋｍに位置し８０余りの島々からなる国で南北約１，２００ｋｍにわ
たり広がる国です。１９８０年７月７４年間続いたイギリスとフランスの共同統治国から独立しました。国土の
面積は新潟県とほぼ同じで、タンナ島は新潟の佐渡島よりやや大きい島だそうです。
前回の例会時に幹事より３月６日の理事役員会の決定事項は、ご報告しておりますがツウンバとの資金
負担についてのみ再度報告させていただきます。
ツウンバからの要求に対しては、短期交換学生プロジェクトを通し２０数年続いている両クラブの関係から
断ることは出来ないとの判断もあり、またロータリークラブのプロジェクトとしても適切なものであるので協
力する。金額については費用の５０％を負担する。 予算的に単年度で無理なら複数年度２～３年度で
処理をする。 会員からこの為だけの新たに資金協力は、要請しない事と決定しました。
以上ご説明とご報告とさせていただきます。
５０周年記念事業実行委員会

熊谷総務委員長より説明

ＲＩ２８２０地区 水海道ロータリークラブ 創立５０周年記念（式典・祝宴）
開催日時 平成２５年５月２６日 受付開始 AM9:45
ＡＭ10：30～14：30 ホテルグランド東雲（つくば市）

式典及び祝宴プログラム構成（案）

敬称略

ＡＭ09：45 受付開始
司会進行 染谷 秀雄・五木田 裕一会員
10：30 点 鐘
開会の辞
国家斉唱

会 長

青木 正弘

副実行委員長 青木 清人
ソングリーダー

ロータリーソング
実行委員長 挨拶

鈴木 豊

来賓紹介

会 長

青木 正弘

参加クラブ紹介

幹 事

石塚 克己

クラブ会長挨拶
物故会員・黙祷

会 長
会 長

青木 正弘
青木 正弘

歴代会長への記念品贈呈
代 表 謝 辞

隅屋 祐三

感謝状贈呈及び表彰

常陽銀行水海道支店
クラブ事務局 和久 和美

５０周年記念事業報告
記念事業目録贈呈

記念事業委員長 秋田 政夫
会 長
青木 正弘

来賓挨拶

RI2820 地区
友好クラブ

ガバナー
野堀 喜作
ツウンバ・RC 会長

常総市
つくばみらい市

市 長
市 長
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県議会議員
ロータリーソング
12：15 閉式の辞

神達議員・飯田議員
ソングリーダー
副実行委員長

諸事お知らせ
会場移動

副実行委員長

松村 仁寿
白井 豊

祝 宴
司会進行 染谷 秀雄・五木田 裕一会員
12：30

開会の言葉
会長挨拶

副実行委員長
会
長

祝 辞
乾 杯
13：00

大串 卓
青木 正弘

ガバナー補佐
坂寄 恵
第２８２０地区 PG 北村 仁

アトラクション 音楽ユニット「ジルトーン」
バンド紹介…別紙参照
前半：後半の２部構成・（間に１０分程度の休憩を入れる）

：50
14：20

終了
御礼の言葉

副実行委員長 田上 秀雄

ロータリーソング 手に手つないで

記念事業(案)について
1、 ５０周年記念植樹
2、 ５０周年記念植樹

常 総 市
植樹銘板１基 市役所内駐車場
つくばみらい市 植樹銘板１基 みらい平桜公園内

3、 ロータリー文庫事業 （常総市図書館・つくばみらい市図書館）
4、 ５０周年記念誌作成
5、 クラブ歴代会長への感謝状と記念品贈呈
6、 クラブ会場提供団体への感謝状と記念品贈呈
7、 クラブ事務局職員への感謝状と記念品贈呈
8、 タイムカプセル事業 （常総市・つくばみらい市教育委員会の協力）
9、 ボランティア表彰 （現在選考中・・５団体・３個人程度）
10, ロータリー財団寄付
11, 米山奨学会寄付

その他
PR 活動
新聞折り込みにて 水海道ロータリークラブ会員紹介、そしてクラブの歴史及び奉仕活動の実績など
市民へのアピールを行う

当面のスケジュールについて
３月末に出席者の第一次集約をしたうえで、具体的なスケジュールの作成を行い、委員会ごとの仕事の
振り分けをお願いする予定。

出 席 報 告 （北村陽太郎委員長）
会員総数

出席者数

欠席者数

賜暇

メーク

出 席 率

５５名

３８名

１７名

０名

１７名

１００．００％
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ニコニコボックス （五木田裕一委員長）

入金計 ￥18,000

累計￥1,507,000

３月１３日（水）分
みなさん、ワインとチーズ楽しんでください。村瀬さん、宜しくお願い致します。

青木（正）会員

村瀬さん、本日宜しくお願い致します。水海道ライオンズチャリティーゴルフ参加報告ですが、全員参加
賞のみ獲得しました！！
石塚（克）会員
三寒四温の候、体調に気をつけましょう。
楽しみにしています。

秋田会員

石塚（利）・松村

各会員

お世話になります。
大塚・熊谷 各会員
村瀬さん、本日は宜しくお願いします。
石井会員
今日は、おいしいワインを楽しみにしております。
バッジ忘れました。
武藤会員
村瀬さん、よろしくお願いします。

北村（英）会員

五木田（裕）会員

３月２７日（水）例会分
誕生祝御礼≪会員≫亀崎・染谷（昭）

入金計 ￥60,000

累計￥1,567,000

各会員

親睦委員会の皆様お世話になりました。AUN J CLASSIC ORCHESTRA 感動しました。 青木（正）会員
水海道ＪＣ 堀越理事長様、吉江様、本日宜しくお願いします。観劇会感動しました。五木田益城委員長
始め親睦委員会の皆様お世話になりました。

石塚（克）会員

今月の誕生日に、㈱染谷工務店の社長を退任し会長になりました。

染谷（昭）会員

堀越ＪＣ理事長、ようこそ。理事長年度のご活躍を祈ります。
海老原会員
堀越理事長、本日はよろしくお願いします。私の連絡ミスで出席委員会にご迷惑おかけしました。申し訳
ありません。
倉持会員
５０周年、宜しくお願い致します。

鈴木（豊）会員

先日の例会では、チーズとワインを堪能いたしました。幹事さんに感謝。
観劇会ご協力、誠にありがとうございました。 五木田（益）会員

山崎会員

アウン Ｊ クラシック 良かったです。親睦委員会様ご苦労様でした。
親睦委員会の皆様、観劇会ご苦労様でした。
斎藤会員
観劇お疲れ様でした。親睦委員会の皆様、ありがとうございました。
観劇会ご苦労様でした。

青木（清）会員
石井会員

熊谷会員

親睦委員会の皆様、観劇お疲れ様でした。

鈴木（勝）会員

３月２４日楽しかったです。親睦の皆様お疲れ様でした。

北村（英）会員

親睦委員会様お疲れ様でした。ありがとうございました。
親睦委員会の皆様、ご苦労様でした。
大串会員

山牟田会員

観劇会行けなくて残念でした。三線の試験で沖縄に行ってました。野村流古典音楽保存会、教師免許
の試験に合格しました。
登坂会員
隅屋さんに褒められました。
早退致します。
雨谷会員

五木田（益）会員

観劇会、欠席しました。
武藤会員
観劇会欠席しました。すみません。 五木田（裕）会員
欠席が続きました。
例会欠席しました。

会報委員会

染谷（正）会員
二本松・古矢

各会員

松崎隆詞委員長

五木田利明副委員長
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