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Vol.４９ No.４０（No.2321） ６月２０日（水）曇り (司会 染谷正美委員長）

本例会での主な事項
☆会長挨拶

☆一年間を振り返って
大塚令昌会長・斎藤広巳幹事

諸

報

告

次年度出席委員会 北村陽太郎委員長
皆さんのボックスに次年度例会欠席連絡先を入れさせていただきました。また、ＦＡＸでも送らせていただ
きます。宜しくお願いします。

幹 事 報 告

斎藤広巳幹事
週報受理クラブ 水戸ＲＣ、水戸東ＲＣ、水戸西ＲＣ、水戸南ＲＣ
例会変更通知 なし

６月理事会報告
１． 平和フォーラム協力金
３００円／人×５６人＝１６,８００円
２． 花火大会協力金
例年通り５０,０００円
承認されました
臨時理事会報告
１． 青木全弘会員退会について
平成２４年６月末日をもって退会・・・・・・承認されました

２０１１－２０１２年度 事業実績報告
米山記念奨学会

染谷秀雄委員長
今年は青木清人会員がカウンセラーとして全志英さんをお世話してきました。
全志英さんには例会で卓話を頂いたり、例会終了後に韓国語講座を行ってくれ
もしました。また、地区の行事でありますライラセミナーやローターアクトの年次大
会にも参加をしていただき、積極的にロータリークラブと交流を深めていただきま
した。
また、米山奨学会の寄付につきましても全会員から特別寄付一人当たり２万円
を目標として集めてきましたが、これについても１０月の米山月間中に目標を達

成することができ今年も９名の米山功労者が表彰を受け、また、米山功労クラブとして３５回を数えるにい
たりました。米山奨学生が積極的にロータリークラブとの交流を深めていただいたこと、米山奨学会の寄
付を目標通り達成できたことは会員の皆様のご協力がなければ出来なかったことと思っております。皆様
のご協力と米山奨学生に対してのご支援に感謝申し上げます。

会 長 挨 拶

大塚令昌会長
皆様今日は。６月６日、１３日と二週に渡り２０１１－１２年度の委員長様によります
事業実績報告ご協力戴きまして誠に有り難うございました。今年度もスムーなご
報告戴きまして有り難うございました。
そして１３日夜には、新旧委員長様にご出席を戴きスムーズな引き継ぎを戴きま
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して、重ねて御礼申しあげます。そして例会では第７分区カバナー補佐渡利様のご挨拶、そして突然の２
０１２ー１３年度７分区酒寄補佐の訪問ご挨拶を戴きました。そして米山奨学生のジョン・ジヨンさんもご出
席戴き盛大な例会でした。そして本日で私のお話も終わりとなります。一年間下手な話を聞いて戴きまし
て誠に有り難うございました。

一年間を振り返って
斎藤広巳幹事
大塚年度終了するにあたり、まずは全会員の皆様に幹事として１年間の御協力
ありがとうございました、と申し上げます。
振り返ると、去年７月に新幹事として長い１年になる、自分に努められるか心配し
ながらのスタートでしたが、皆さまに時にはご指導頂きながら、大過なく終了でき
そうです。今、幹事の席から諏訪神社のケヤキの木は新芽が見事に緑濃く茂っ
ているのが見えます。去年幹事の席に初めて座った時も同じだったはずですが、
その時は外の景色を見る余裕などまったくなく、記憶に残る最初の景色は葉がすっかり色をなくした１１月
になってからでした。その時に大塚会長と今年は葉の落ちが良くないと話していたのを覚えています。
自分としては、良く言えば職業奉仕が忙しく「クラブ幹事としての役割は十分に果たせたか」と自問すれ
ば、それなりにという答えになるかと思っています。
水海道ロータリークラブには、事務局がありますので忘れていたことも和久さんより指示していただけます
ので、とても助かりました。
とにもかくにも間もなく肩の荷を下ろす事が出来ると思うと、ホットしているのが正直なところです。
最後に今一度、会員の皆様と事務局に感謝申し上げます。
大塚令昌会長
皆様改めまして今日は。さて、皆様一年間いや３年間ご協力そしてご支援有り難
うございました。私は皆様のご支援のもと会計・幹事・会長と長い３年間でしたが、
各委員長そして会員の皆様のご指導を受け何とか役目を果たす事が出来ました
ことは、全会員のご協力のお蔭と心から感じております。
そしてこの２０１１－１２年度は斎藤幹事そして 和久事務局に助けられ、今年度
のカルヤン・バネルジーＲＩ会長「心の中をみつめよう博愛を広げるために」を心
に秘め、そして大木ガバナーのもとこの一年間をみつめて参りました。そして私は「相互の理解と地域と
のつながり」に始まり多くの人と会話をして参りましたが、２０１１－１２年度の始まりの３月１１日のあの東日
本大震災がありました。そしてその後福島の原発事故、また世界的なあの洪水にみまわれたのです。こう
いう震災の影響にて世界はもとより、２８２０地区にも大きな影響が有りました。大会の延期また中止となり
ました。その中２８２０地区では、６月３日ＰＥＴＳ会長エレクトセミナーが開催され、６月４日には地区協議
会が結城文化センターにて開催され、１１日には 地区会長幹事会が竜ヶ崎市にて開催、１５日には当ク
ラブの第１回クラブ協議会が行われました。２２日には新旧委員長会議が一久苑にて行われ、２９日には
さよならパーテイが行われ、７月に突入致しました。まず会長の行事として行われましたのが、７月３日の
柔道の鈴木啓治・小野卓志二名のパリ世界柔道選手権大会の壮行会が石下で行われました。そしてク
ラブでは７月６日には会長方針挨拶、７月９日には糀屋にてオリエンティーションが行われ、次に小島クラ
ブ管理委員長のもと１０日にはクラブ奉仕研究会が、１６日には社会奉仕研究会、１７日には米山、２３日
には職業奉仕、３１日には財団と忙しい７月でしたが、８月にはいり休みができ、９日には国際奉仕研究
会が行われあっというまに９月に入りました。１０日には鬼怒ふれあい公園に於いて、水海道ロータリーク
ラブ杯のグランドゴルフ大会が約２００名の会員にて行われ、当クラブ社会奉仕委員長の出席のもとまず
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大会の挨拶から始まり試合終了の後、午後２時頃表彰式となり解散となりました、そして１２日には第一ホ
テルにて親睦委員会のミーティングが、２２日には野村旅館にて財団法人水海道青年会議所の総会が
行われ、出席と水海道ロータリークラブ会長として挨拶を行ってまいりました。挨拶のなかで青年会議所
ご卒業いたしましたら是非水海道ロータリークラブへどうぞと、お話を致しましたら拍手が出ました。１０月
にはいり商工会のゴルフに出席、１６日には谷和原グランドゴルフに出席し、約１２０名のもと水海道ロー
タリークラブでは社会奉仕委員長の出席のもと開会の挨拶し、午後に入り表彰式が行われ賞状当の授与
が行われました。１７日にはＩＴ委員会のミーティングが行われ１１月にはいりました。１１月１８日には分区
会長幹事会が竜ヶ崎にて行われ、１１月３０日には公式訪問準備のクラブ協議会が行われあっというまの
１２月７日、ガバナー公式訪問が行われ歓迎会が行われ、各委員長様ご苦労様でした。１９日にはボーイ
スカウト３０周年記念が当クラブ会員５名の出席のもと青少年の家にて行われました。その中に実験として
ビニール袋でご飯が出来る実験がありました。２６日には分区のＩＭ（インターシティミーティング）が竜ヶ崎
にて多くの会員のご出席のもと終了、３月に入りました７日には後半期水海道青年会議所の総会が野村
屋旅館にて行われ出席し挨拶をして参りました。２５日には鉾田ロータリークラブ３０周年記念祭に石塚副
幹事にご出席を戴きました。４月に入りＧＳＥの５名がニューヨークより来日、ウエルカムパーティーが行わ
れ、翌朝竜ヶ崎にお向かいの車にてお帰りとなりました。そして４月７日・８日には地区大会が行われ、７
日は会長幹事会が一日行われ８日にはたくさんの会員の出席のもと本会議が行われました。クラブ内で
は次年度に向かい１０日には会長経験者の集いが糀屋さんにて行われ、２１日には親睦委員会による電
通四季にて観劇会が行われました。また２４日にはＩＴ会議が行われ２９日には地区協議会が行われ５月
９日の例会では、地区協議会報告が、そして学習センターでは次年度クラブ協議会が、１７日にはロータ
リークラブ親睦ゴルフが水海道ゴルフクラブに於いて行われました。 ２５日には小島クラブ管理委員長
推薦にて竜ヶ崎中央ロータリークラブに５名にてメークを致しました。竜ヶ崎中央ロータリークラブは会員２
４名のクラブでした。指名を戴き簡単に水海道ロータリークラブを紹介させて戴きました。そして６月７日に
は第７分区の親睦ゴルフコンペが行われ、先週発表のとおりクラブ優勝および個人優勝とダブル優勝を
戴き拍手喝采にて終了し、１３日の例会には分区渡利補佐の例会訪問が行われ、１７日にはボーイスカ
ウト３０周年発団式が満月にて行われクラブから５名の方にご出席をお願い致しました。そして本日２０日
は第７分区最後の会長幹事会が竜ヶ崎にて行われます。そして２７日サヨナラパーティーにて今年度２０
１１ー１２年度が終了となります。最後に大塚・そして斎藤年度皆様のご協力戴きましたこと厚く御礼申し
上げます。
そして何が一番大変だったかと申しますと １、に遠出が出来なかった事でした。
最後に斎藤幹事・事務局の和久さん・小島副会長ご協力有ご支援ありがとうございました。

出 席 報 告 （登坂 寛委員長）
会員総数

出席者数

欠席者数

賜暇

メーク

出 席 率

５８名

４４名

１４名

０名

１４名

１００．００％

ニコニコボックス 鈴木勝久委員長

入金計 ￥103,000
１年間お世話になりました。またご協力ありがとうございました。 大塚会員
１年間ご協力頂きありがとうございました。先週例会欠席しました。

累計 ￥2,169,000

斎藤会員

会長・幹事お疲れ様でした。また親睦委員会も１年間お世話になりありがとうございました。 山牟田会員
出席委員会、１年間お世話になりました。 登坂会員
大塚会長・斎藤幹事、ご苦労様でした。プログラム委員会お世話になりました。 染谷（正）会員
会長・幹事、１年間お疲れ様でした。
飯塚・中川・長塚 各会員
会長・幹事さん、１年間ご苦労様でした。

小島・青木（清）
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青木（正）松村

各会員

大塚会長、斎藤幹事一年間お疲れ様でした。それから皆様お世話になりました。
一年間お世話になりました。 田上会員

白井会員

今年一年ありがとうございました。 横山会員
一年が過ぎましたので。 山崎会員
大塚会長、斎藤幹事、一年間大変お疲れ様でした。
一年間お世話になりました。来期も宜しく。

武藤会員

瀬戸・五木田（裕）

各会員

一年間お疲れ様でした。 熊谷会員
大塚会長・斎藤幹事、一年間お疲れ様でした。

石塚（克）・北村（英）・石塚（利）・古矢

一年間ありがとうございました。 倉持会員
大塚会長・斎藤幹事、今年度ご苦労様でした。

松崎会員

各会員

大塚会長・斎藤幹事、最終例会よろしくお願いします。当社本日３９周年目を迎える事が出来ました。今
後とも宜しくお願い申し上げます。 石井会員
ローターアクト地区大会参加して来ました。
先週例会欠席しました。 草間会員

染谷（秀）会員

一年間お世話になりました。大塚会長・斎藤幹事、ご苦労様でした。
大塚会長・斎藤幹事、一年間お世話になりました。

大串会員

和久事務局

会長・幹事、一年間お疲れ様でした。ＳＡＡ委員会にもご協力頂きありがとうございました。鈴木（勝）会員

会報委員会 青木清人委員長 松崎隆司副委員長 木幡 浩委員 石井康弘委員

平成２４年６月２７日（水）於：糀屋
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一年間、御協力・ご指導ありがとうございました。
大塚・斎藤
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