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2012-2013 年度 ＲＩ会長
田 中 作 次

次回例会予定

７月２５日 会員卓話 荒井孝典会員
８月 １日 ツウンバ派遣学生挨拶 他
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Vol.５０ No.２（No.2323） ７月１１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

☆２０１２－２０１３年度 委員会事業計画発表

ビ ジ タ ー
ＲＩ第２８２０地区 第７分区 ガバナー補佐 坂寄 惠様（藤代ロータリークラブ）

誕

生

祝

≪会 員≫瀬戸隆海会員

ガバナー補佐挨拶 坂寄 惠様
皆様、こんにちは。
７月３日に分区の会長・幹事会を開催いたしました。その中で、退会者が多い
というお話が出ました。
そこで、各クラブからの現況報告書をもとに、７分区全体のタウンページを作ろ
うと考えております。
また、１０月に牛久沼においてうなぎの稚魚もしくはワカサギの稚魚の放流会
を実施したいと考えております。
一年間宜しくお願い申し上げます。

諸

報

告

親睦活動委員会 五木田益城委員長
納涼会のご案内
平成２４年８月２５日（土） 東京お台場方面
本日、皆様にＦＡＸを送らせていただきます。宜しくお願い致します。

幹 事 報 告 石塚克己幹事
週報受理クラブ

なし

例会変更通知

なし

・「長期交換派遣学生の募集について」回覧します。
・「常総きぬ川花火大会協賛」によるマス席をご希望の方はニコニコご協力の上、お申し出ください。
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・青木会長から会費の内訳について説明してほしいとのことで報告します。（昨年度統計）
年会費 24 万円のうち
30％がＲＩ・地区人頭分担金、米山、財団寄付、登録料、文献費、周年事業積立、研究会議費に支出
70％がクラブ管理運営費、委員会事業費、食事費、会議費、交通費、事務所費、公式訪問費、協賛金、
慶弔金など支出。
ニコニコはクラブ奉仕、職業奉仕、社会奉仕、国際奉仕、新世代奉仕の委員会事業に活用。
・週報 Top ページのＱＲコードは水海道ＲＣのスケジュールカレンダーです。携帯バーコードリーダーで
読み取ってブックマークに登録され、ご活用ください。
理事・役員会報告
1- 事務所パソコンの購入を承認
2- リース契約終了により事務所
コピー機の買い取りを承認
3- 例会用ＩＣレコーダー購入を
承認
4- 納涼会及びオーストラリア ツ
ウンバ交換学生の件を承認

会 長 挨 拶 青木正弘会長
ご挨拶申し上げます。
坂寄ガバナー補佐、ようこそおいで下さいました。会員一同心よりご歓迎申し上
げます。
本日は７月第２週の例会でございます。先週皆様のご協力で何とか無事に年度
のスタートを切ることが出来ほっとしたのもつかの間で、あっという間に第２週とな
りました。
皆さんはすでにお気づきと思いますがロータリー旗、国旗、それと新しくＲＩテー
マフラッグを掲げさせていただきました。 これまではＲＩテーマと、クラブテーマをボードにして左右に掲
示してまいりましたが、ロータリー章典第２７条.０５０.（RI テーマ及びプログラムの強調）というところに「ＲＩ
テーマは、使用すべき唯一のテーマであって、他のテーマの使用は控えなければならない、ということに
ＲＩ地区とクラブの全役員の注意を喚起する」と書かれております。 また２０１０年の手続き要覧には「地区
やクラブは独自のテーマを持つことは控えなければならない」とも書かれておりますので今年度はご覧の
ような形にさせていただきました。
ＲＩ田中作次会長は今年度のＲＩテーマ「奉仕を通じて平和を」掲げましたがロータリアン一人ひとりに平和
について考えてほしいと要請しております。
皆さんは「平和」をどのように考えますか？
皆さんはこのテーマを実践するために、どのような活動をしようと考えておいででしょうか？
私は、世界平和は、まず「我が家から」と考え、
「忍びがたきを忍び 耐えがたきを耐え 平穏な家庭を目指したい」と考えます。
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２０１２－２０１３年度 事業計画
会員組織委員会

熊谷 昇委員長
会員組織委員会は、会員増強、職業分類、広報、会員選考、Ｒ情報の５委員会
で構成されています。各委員会の連絡を密にし、魅力あるクラブの運営に努め
たいと思います。
本年度の目標として
１．会員の増強と退会防止
２．地域社会へのＰＲの強化と理解を勧める
３．各委員会とのコミュニケーションをとりながら、支援に努める

を掲げ、会長を補佐する立場から円滑なクラブ運営のため、一致協力し各プログラムの推進に努力した
いと思います。
広報委員会

海老原良夫委員長
当委員会は、広くクラブ内外にロータリークラブ活動の理解、認識、支援を伝達
することが目的であると考えます。
これまでの事業の継続として地域の各種団体への当クラブ週報の配布と、今年
度会長方針の奉仕活動等のＰＲの強化にも努めたいと考えております。

職業分類委員会

大串 卓委員長
当委員会は、従来の規定の変更、１業種１人から、５０名以下のクラブは５名、５１
名以上のクラブは１割までとの新規定に変更されました。それを踏まえて分類表
を見直し、未充填項目の減少とともに、職業の多様化に伴い、現状に即した分
類表の作成に努めたいと思います。
会員増強・会員選考両委員会と密に連携しながら、会員増強に努めたいと思い
ます。

会員選考委員会

松坂興一委員長
当委員会は、推薦された新会員候補者を選考する事であり会員の増強及び職
業分類委員会との連携を密にして、新会員の増強に努めたいと思っておりま
す。
選考基準については、下記の事項の下に進めてまいりたいと思います。
１．例会に常に出席出来るかどうか
２．会員候補として人格及び社会的評判はどうか

３．奉仕の精神あるいは活動に関心があるか
４．会員として財政的義務を果たせるか
上記の条件に適合する若い新会員の増強を期待しております。
クラブ管理運営委員会 鈴木 豊委員長
当委員会は各クラブあてに有益な情報を提供して会員の退会防止に努め、クラブの維持発展に貢献委
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員会と思います。
会員組織委員会に対して、実行部隊でありクラブ内外へのアピールと内部充実
を計るものであります。
１．楽しい魅力あるクラブ運営をするため例会の根幹としてのプログラムの立案
にアイデアと斬新な取り組みをし、例会のプログラムを事前に周知する
２．クラブ運営は親睦と奉仕により成り立っておりクラブ奉仕活動を通じて親睦の
理解を得られるようにする
３．クラブの活性及び充実を図るためには例会出席が不可欠ですので例会出席
規定の再確認をする
４．クラブ運営については、クラブ全体のコンセンサスが取れるよう努力する
最後に当委員会の委員長は副会長でもありますので、クラブの細則に沿って行動を果たしていきたいと
思います。
親睦活動委員会

五木田益城委員長
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お祝いのご披露
３．納涼会の実施（８～９月）
４．親睦忘年会の実施（１２月）
５．新年会の実施（１月）
６．観劇会の実施（３月）
７．親睦ゴルフ大会の実施（５月）

会員同士とご家族の親睦を深めることを目的として、皆さんに楽しんでいただけるような事業を実施して
いきたいと思います。
ＳＡＡ委員会

五木田裕一委員長
本年度は、水海道ロータリークラブ創立５０周年にあたる重要な年度であり、クラ
ブ全体として非常に重要な年度と位置付けられております。
ＳＡＡ委員会は、例会がロータリークラブ活動の原点であるとの認識のもと、諸先
輩方の努力により培われてきた伝統を重んじ、例年通り例会を「秩序正しく厳正
に」行うことを第一と致します。また記念すべき年であることを念頭に、ロータリー
クラブの基本思想に立ち返り「品位ある運営」に留意いたします。

上記目標を達成するために、以下の諸点に留意いたします。
１．気品と秩序を重んじ、風格のある例会の雰囲気を醸成するため、会場設営・例会運営等に配慮いた
します。
２．クラブ奉仕活動の財源を確保するため、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。
３．ワンコインボックスを回す際は、例会の進行に留意します。
４．特に卓話中の雰囲気醸成に留意します。
５．５０周年例会等クラブイベントの際は他委員会等との連携を密にし、気品・風格・伝統を重んじた雰囲
気となるよう、特に留意いたします。
会報委員会 松崎隆詞委員長
当委員会は、週報の発行により例会記録保存と、会員とクラブを繋ぐ唯一の情報手段としての役割を果
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たし、各委員会の活動状況などを報告します。
１．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努めま
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たいと思います。

ＩＴ委員会

木幡 浩委員長
１.全国紙及び県内紙の中で興味深い記事を全員に紹介する
２．他クラブのＨＰから様々な情報を入手し、全員に紹介する
３．ＨＰを通じて、水海道ロータリークラブの活動を広くクラブ内外にアピールする

職業奉仕委員会

武藤康之委員長
「職業奉仕はロータリーの金看板である」といわれる由縁は、我々ロータリアンは
職業人の集まりであるからに他なりません。この事を踏まえて当委員会では、職
業倫理の向上、職業道徳の遵守などをクラブ内にて啓蒙していきたいと考えて
おります。
１．第２例会時に「四つのテスト」の斉唱
２．クラブメンバーの経営する、あるいは所属する企業の社是・社訓・モットーを

紹介して頂き、出来れば名簿に掲載する。
３．社是・社訓等を作るきっかけになった事や、背景を例会時に３～５分間スピーチという形で発表して頂
く。

出 席 報 告 （石井康弘副委員長）
会員総数

出席者数

欠席者数

賜暇

メーク

出 席 率

５７名

３８名

１９名

０名

１９名

１００．００％

ニコニコボックス （五木田裕一委員長）

入金計 ￥33,000

累計￥225,000

誕生祝御礼≪会員≫瀬戸会員
今年日年宜しくお願いします。 坂寄 惠ガバナー補佐（藤代ロータリークラブ）
坂寄ガバナー補佐、ようこそ。
青木（正）会員
坂寄ガバナー補佐、ようこそいらっしゃいました。良き御指導の程。

鈴木（豊）会員

沖縄タイムスの琉球古典音楽の三線（サンシン）のコンクールで最高賞に合格しました。 登坂会員
暑くなりました。ご自愛ください。

染谷（正）会員

暑い日が続いております。皆々様お体ご自愛下さい。 熊谷会員
例会早退します。 田上・染谷（昭）・鈴木（茂）・鈴木（勝） 各会員
例会欠席しました。

木幡会員

会報委員会

松崎隆詞委員長

五木田利明副委員長
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