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2012-2013年度 ＲＩ会長       次回例会予定  ５月１５日 ５０周年記念実行委員会会議 

田 中  作 次            ５月２２日 ５０周年記念実行委員会会議 

 

 

VOL. ５０  No.３６（通算Ｎｏ．2357）          

 

２０１３年５月８日（水）例会プログラム 

点 鐘 

ロータリーソング・四つのテスト 

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    

    水戸徳川家 第１５代当主 徳川斉正様                                      

写真提供：石塚克己会員                           

                                                          

                                      

 

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≫      ≪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/ 

mailto:mitsu-rc@lapis.plala.or.jp
http://kinuyou.com/rc/
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例会報告  Vol.５０ No.３５（No.2356） ５月１日（水）晴れ (司会 倉持功典委員長） 

本例会での主な事項 

☆会長挨拶        ☆５０周年記念実行委員会会議 

                                            

誕 生 祝 

 

≪会員≫熊谷 昇会員 青木清人会員 高須 薫会員 登坂 寛会員 

≪ご夫人≫五木田（益）会員 大串会員 草間会員 木幡会員 

 

諸 報 告 

染谷秀雄次年度幹事 

５月５日（日）に行われます地区協議会に出席の方は、午前７時３０分に水海道ロータリークラブ事務所前

よりバスが出ます。 

宜しくお願いします。 

 

親睦活動委員会  五木田益城委員長 

親睦ゴルフ大会のご案内 

日時：６月１３日（木） 9：31 スタート 

場所：水海道ゴルフクラブ 

詳細につきましては、後日ＦＡＸでお知らせ致します。ご参加の程宜しくお願い致します。 

 

プログラム委員会  鈴木勝久副委員長 

次週の例会は、早めの食事をお願い致します。 

 

雑誌委員会  秋田政夫委員長 

ロータリーの友５月号の紹介 

横組み Ｐ１  平和はロータリーの実現可能な目標 

      Ｐ７  運命 インドでポリオ撲滅に取り組む 

 Ｐ１０～１７  ポリオ（小児麻痺）の第二幕 

 Ｐ１８～２１  「苦楽吉祥」の人  向笠廣次元ＲＩ会長について語る 

 Ｐ３０  ありがとうロータリアン  スリランカの若者をニッポンへ 

 Ｐ４２～４３  世界各地の平和プロジェクト 

縦組み Ｐ２～６  国境を超えた強固な信頼関係の構築 －文化財を事例として 

 Ｐ１１  体に良い食事の取り方 

御一読頂ければと思います。 
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幹 事 報 告  石塚克己幹事 

週報受理クラブ 水戸ＲＣ、水戸西ＲＣ、水戸東ＲＣ、水戸南ＲＣ 

例会変更通知 なし 

地区大会欠席された方は SAA にて資料をお受け取り下さい。またネームプレートの返却を染谷秀雄副

幹事までお願い致します。 

・ザ ロータリアン 

・日立 RC 創立 60周年記念例会出席の御礼 

・ツウンバシティーRC ツウンバ北 RCバナー 

・第７分区親睦ゴルフ大会参加確認書 

 

会 長 挨 拶  青木正弘会長 

ご挨拶申し上げます。「行く春を 近江の人と 惜しみける」という松尾芭蕉が近

江を旅した時、行く春を惜しんだ俳句がありますが、私も数日暑い日が続きもう

夏かと思いきや真冬の寒さに逆戻りと気候に翻弄される日々が続きましたが、４

月２８日、２９日に行われた地区大会は好天に恵まれ５月２６日もこの様な好天に

と願うばかりでございます。水海道クラブからは３７名の参加を頂き参加クラブ紹

介では水海道の元気をアピールする

事が出来ました。改めて参加頂きまし

た皆様に感謝申し上げます。 

大会１日目の本会議のなかで各種表彰が行われ RI 表彰で

は、ロータリー財団地区奉仕賞、２０１２年～１３年度新大口

寄付者として北村 仁会員、２０１１年～１２年度「ロータリー

の２億ドルのチャレンジ」クラブとして水海道を代表して大塚

会員にご登壇頂き受賞して頂きました。 

又、地区表彰では、国際奉仕部門の国際奉仕功労賞（この

指とまれ国際奉仕）を受賞することが出来ました。 記念講演では、小惑星探査機「はやぶさ」プロジェクト

マネージャー 川口淳一郎様から貴重な体験からの人生訓や仕事に取組む姿勢、考え方をご教授頂き

ました。 

いよいよ今日から５月です。水海道ロータリークラブ５０周年式典が迫ってまいりましたがひと足早く開催さ

れた４月１６日の日立ロータリークラブ６０周年記念例会に出席して参りました。 参加者は約１７０名位か

と思います。式典の方は素晴らしいプログラムと進行で挨拶者の数を抑えて１時間２０分程度で終了しま

したが祝宴の方は、料理を前にお預け状態で乾杯まで４０分程かかり祝宴時間９０分の半分程度を費や

しました。 この様子は、機会があれば石塚幹事の方からも報告をさせて頂きます。  

４月２１日には、生涯学習センターで行われた青少年育成市民会議役員会に出席して参りました。参加

者は地域の各種団体の代表が役員となるようで約５０名程度の参加者がありました。 活動内容は地域の

子供たちの健全育成の為様々な活動しておりますが予算規模は１５～２０万円程度でこの程度の予算で

何が出来るのかと感じました。県内各地を見ますと各地のライオンズクラブが協賛金を出してるいのが目

立ちますが、ロータリークラブでも県内５９クラブの約３０％位が協賛金を出しているようです。常総地区で

は水海道ライオンズクラブの他、民間企業２社が協賛金を出しております。 

先日、テレビのニュースでコンピューターと将棋のトッププロとの５番勝負の結果が流れました。結果は人

間の１勝３敗１分けとなりましたが今から４０年前に、当初はコンピューターに駒の動きを覚えさせるのに苦

労したようですが今では東大にあるコンピューター約６８０台をつなぎ１秒間に２億５千万通りの手を考え

る事が出来るそうです。ちなみに天童で行われた人間将棋は１２５手で先手の勝利となったようですが、

将棋の棋士が考え悩む姿も将棋の魅力の一つだと思います。しかしコンピューターのスピードの速さは
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驚くばかり技術の進歩は日進月歩だと感じました。あれこれとまとまりを欠く話となりましたが以上、会長挨

拶とさせていただきます。 

 ４月３日の例会にお見えになったオーストラリアツウンバシティＲＣ、 

ツウンバ北ＲＣのバナーです。 

 

 

 

 

 

 

日立ロータリークラブ 60 周年記念例会参加報告 

幹事 石塚克己 

青木会長と 4 月 16 日（火）午後１時に水海道を出発、“日立は遠い”と思いきや、１時間半で会場の天

地閣に到着してしまいました。 

先ず、「なぜ平日の火曜日に午後４時から？」という疑問は「60 周年記念式典」ではなく「60 周年記念

例会」というセッティングにあり、会長、実行委員長、来賓挨拶やタイムスケジュールも当日週報に掲載さ

れていました。 

記念例会は１時間３０分のタイムスケジュール。来賓挨拶は野堀ガバナーと日立市長のお二人のみで、

予定より１０分早く終わった次第です。 

日立クラブは大変歴史あるクラブで３０年以上在籍者が６名おり、元気に表彰されましたこと、とても印

象的でした。また 2014-2015 年度はガバナーを輩出するだけあってクラブが緊張と期待感にみなぎって

いるようでもありました。 

ただ、招待者席順表でいくつかの記載ミスがありました。水海道 RC が「水街道 RC」となっていたこと、

鹿島 RC、鉾田 RCが第７分区に入っており、第８分区の表示さえありませんでした。分区内の出席者はさ

ぞ、複雑な思いだったことと察します。 

反面、参考になったこともあります。ソング斉唱の際、「ロータリアン以外のご来賓は着座してお聞きくだ

さい」という一般来賓への配慮、「参加クラブ紹介の際に拍手は全て紹介後にしてください」という時間へ

の配慮です。クラブ例会でもお客様に対してそのような配慮が必要かなと感じました。 

祝宴では開式の挨拶に始まり日立 RC ガバナーノミニーそしてタイ国のロータリアンの挨拶から乾杯ま

で約４５分が経過。特にタイ国の方の挨拶は石岡 RCの山本さんが同時通訳し３０分を要しました。 

あまりの長さに料理を前に各テーブル席からため息がもれ始め、

乾杯の音頭にいたっては長谷川ガバナーエレクトが場の空気を

読んで一瞬に発声した次第です。 

他、料理については刺身が乾いていたり、乾杯のビールが冷

えていなかったり、会場提供先へ不満の声も耳に入りました。 

以上、水海道クラブもこの後、大一番を控えていることで先日の実

行委員会会議上、参考にしていただきたく報告しておきました。 
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５０周年実行委員会会議 
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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 ４２名 １３名 ０名 １３名 １００．００％ 

 

ニコニコボックス （五木田裕一委員長）         入金計 ￥80,000      累計￥1,725,000  

誕生祝御礼≪会員≫熊谷・青木（清）・高須・登坂  各会員 

       ≪ご夫人≫五木田（益）・大串・草間・木幡  各会員 

地区大会ご苦労様でした。  青木（正）・染谷（秀）・松崎・斎藤  各会員 

地区大会御参加の皆様、お疲れ様でした。   石塚（克）会員 

地区大会お疲れ様でした。  青木（清）・大串・小島・石井・亀崎・北村（陽）・五木田（裕）  各会員 

いよいよ５０周年記念の月に入りました。皆様ご協力をお願いします。  鈴木（豊）会員 

地区大会お疲れ様でした。５０周年がんばりましょう。  古矢会員 

地区大会お世話になりました。   島田会員 

地区大会お疲れ様でした。規模の大きさに驚きました。  荒井会員 

地区大会出席出来ませんでした。  秋田会員 

地区大会欠席しました。  隅屋会員 

例会欠席しました。  雨谷会員 

 

会報委員会  松崎隆詞委員長  五木田利明副委員長  高須 薫委員 
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 平成２５年４月２８日・２９日 
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お疲れ様でした。 


