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例会報告  ＶＯＬ．５１ Ｎｏ．３８（Ｎｏ．2400） ６月４日（水）晴れ（司会 古矢 満副委員長） 

 本例会での主な事項 

 ◎会長挨拶    ◎2013-2014年度事業実績報告 

        

 

誕 生 祝 

 

≪会員≫山野井周一会員  倉持功典会員  五木田益城会員  青木英男会員 

≪ご夫人≫山牟田会員 

 

諸 報 告 

社会奉仕委員会  山牟田 博委員長 

赤い羽根募金を３月に、水海道・つくばみらい市の社協に届けました。５月に感謝状が届きました。 

   

 

第７分区親睦ゴルフ   斎藤広巳会員 

６月５日（木）親睦ゴルフ大会の参加者数は総勢４４名、内水海道ＲＣは２２名です。 

全員賞にしました。 

 

幹 事 報 告  染谷秀雄幹事 

 週報受理クラブ 藤代ＲＣ、水戸ＲＣ、水戸西ＲＣ、水戸東ＲＣ、水戸南ＲＣ 

 例会変更通知 なし 

 

６月１２日（木） 午後６時より新旧委員長会議が満月において開催されます。 

バスは、午後５時４５分にクラブ事務所前より出発します。 
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会 長 挨 拶  熊谷 昇会長 

ご挨拶申し上げます。 

先週は幸寿司さんで移動例会を開催させていただきました。夕方のお忙しい

時間帯での開催でしたが、ご参加をいただいた会員の皆様には、ありがとう

ございました。 

有料の外部講師の招へいは予算とのバランスもあり、演題のイメージと実際

のお話の内容との違いなど戸惑いも感じましたが、今後につないでいただけ

ればと思います。 

さて、以前例会でロータリーソングのはじまりのお話をさせていただきました。 

日本語でのロータリーソングを求める声というのは、日本を取り巻く時代、社会的な背景に大きな影響受けた

といえます。 

「戦時下を生きぬいたロータリークラブ」のお話を少しご紹介いたします。 

日本ロータリー創設 80年を迎えた 2000年、今から 14年前のお話になりますが、第 2510地区 IMで「21

世紀ロータリーに未来はあるのか―弾圧に耐えたロータリー」と題した、札幌ロータリークラブ会員でパストガ

バナーの西條正博さんのお話です。 

（ＷＥＢで戦時下のロータリーとお調べいただければ詳しいお話がのっております。） 

西条正博（さいじょう まさひろ ・ 国際ロータリー第 2510地区 1995～96年度ガバナー） 

1931 年（昭和 6）9 月柳条湖付近で南満州鉄道の爆破事件が発生しました。それが契機となって、いわゆる

満州事変へと発展、日本は十五年戦争の泥沼に突入していきます。そして 1933年（昭和 8）3月、満州国を

承認されないままに日本は国際連盟を脱退、しだいに世界から孤立していきます。 

国内では1935年（昭和10）8月に、陸軍内部皇道派の相沢中佐が永田軍務局長を斬殺するという事件が起

こり、これが導火線となって翌36年（昭和11）2月26日に、いわゆる「二・二六事件」が起きました。高橋是清

蔵相、斉藤実内大臣ら重臣を殺害。警視庁、朝日新聞社を襲撃したのです。 

ロータリーに対するいやがらせや弾圧が露骨になってきた時代です・ 

いろんな組織からの申し入れや決議文が届けられたようでございます。「例会で日の丸を掲揚し、君が代を

歌うこと」で話し合いがつきました。京都クラブはさっそくこのことを日本じゅうのロータリークラブに連絡し、以

後、日本のすべてのロータリークラブは日の丸を掲揚し、君が代を歌うことになりました。このことは現在にま

で継続されています。 

また、米山梅吉は軍当局に呼びだされ、ロータリーの組織機構は日本帝国に対する反逆であると極言され、

加えてすでに地方の各クラブが続々と解散離脱に踏み切りつつあって統制がまったく乱れていたため、東京

ロータリークラブもまたＲＩからの脱退・クラブの解散を余儀なくされます 

日本のロータリークラブの生みの親である米山梅吉翁の東京ロータリークラブの解散にあたっての訣別のこ

とばが紹介されています。 

重い足を引きずって、私は今ここに立つ。こんなつらい気持ちで皆さまに語らねばならぬのは、20 年来はじ

めてのことである。 

私はただ、かかる結末になったことをお詫びしたい。しかし、われわれとても時の流れに対して徒らに手をこ

まぬいておったのではない。 

日満ロータリーの建設のごときもその現れである。しかし、時代の流れは、あまりにも急激であった。 

創立以来の 20 年を顧みるとき、まことに感慨無量である。この間、ロータリー･クラブがいかに国家に貢献し

てきたか、その歴史は燦（さん）として輝いている。 

また、その間において幾度かありがたい思し召しをいただいている。私の眼底には絵巻物のごとくそれらが

彷彿としてくる。 

私はただ皆様にお礼を申し上げ、自分の不行き届きをお詫びしたい。（１９４０．９） 

西条さんは最後にこう述べています 

最近は戦争を知らない若いロータリアンもふえています。私が「弾圧に耐えたロータリー」を講演のテーマに
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選んだのは、戦時下で自分の命の危険もかえりみずに例会をつづけてロータリーを復活させた先輩ロータリ

アンの苦労と情熱をふり返って、あらためてロータリーへの情熱を心にもやしてほしいと考えたからなので

す。 

それは私たちいまのロータリアンが、21 世紀という未来のロータリアンに、この素晴らしいロータリーの理念を

伝える大きな原動力となると思うのです 

挨拶を終わります 

 

２０１３－２０１４年度事業実績報告   

会員組織委員会  武藤康之委員長 

会員組織委員会は、会員増強、職業分類、広報、会員選考、ロータリー情報の

５委員会で構成されています。当委員会では、上記それぞれの委員会からの情

報や要望を吸い上げ、円滑で活発な委員会活動を行なって頂くべく、一年間活

動してまいりました。特にクラブの重点目標である会員増強に関しては、当初の

増強目標を達成し、また大変優秀な方々に入会して頂き、委員長さんには深く

感謝申し上げます。他の４委員会の皆様にも活発な活動を行なって頂いたこと

に感謝の意を表し、事業報告と致します。 

 

ロータリー情報委員会  武藤康之委員長 

昨年１１月に職業奉仕委員会と共催にて、松坂興一会員による職業奉仕の卓話を頂きました。１８名の会員

が出席し、ロータリーの根幹とも言われる職業奉仕の奥深さと意義を、出席者全員改めて考えさせられる時

間でした。 

 

会員増強委員会  鈴木邦彦委員長 

２名の新入会員を迎える事が出来たが、１名の会員が死亡退会となる。結局会

員純増１名にとどまる。 

新入会員 

青木英男会員 

廣井 信会員 

退会 

鈴木 豊会員 

 

広報委員会  中川莞爾委員長 

本年度の事業計画に基づき、広くクラブ内外に、ロータリーの理解・認識を伝達す

る事を目標に広報活動を勧めて次のことを実行しました。 

地域広報誌を通し、クラブ内委員会と密に連絡協力して、情報提供し広報活動を

展開致しました。 

 

 

 

 

職業分類委員会  長塚 暁委員長 

前期１名、後期１名、２名の新会員がありました。 

まだ、分類表には未充填の部分があります。異業種の集まりでもありますので、

未充填の部分を埋めたいと思います。 

これからも会員の皆様のご協力をお願い致します。 



６月はロータリー親睦活動月間です 

5 

会員選考委員会  草間春正委員長 

本年度の当委員会における実績についてご報告申し上げます。 

前期において１名、後期１名の推薦があり、年度初めの計画における会員選

考基準の観点から選考に努め、適格者である旨理事会に報告承認されまし

た。 

前期 青木英男氏   後期 廣井 信氏 

 

 

 

クラブ管理運営委員会  秋田政夫委員長 

前年度、創立５０周年記念行事終えてその緊張感から解放された今年度のク

ラブ運営がどのように展開されていくのか少し心配したのですが、熊谷会長、

染谷秀雄幹事の卓越したリーダーシップのもとに例年どおりクラブ運営が明

るく円滑になされ、たいへんご苦労様でした。 

そして、会長から推奨されたワンポイントメッセージについての事業目標もほ

ぼ達成されようとしています。 

これもクラブ運営の土台となります安定した会員数によるものと思います。会

員組織委員会の努力に感謝を申し上げます。 

さて、今年度もクラブ運営について７つの構成委員会は、先ずはバランスの良い「プログラム」を組んでくださ

いました。また、地区内５８クラブ中、常に１０番以内の高い例会「出席率」を達成されました。そして、その出

席者を支え、緊張と和やかな例会の「会場づくり」をしてくださいました。また、会員、家族へのおもてなし、

「親睦活動」も充実し会員間の和が保てました。また、これらの活動を的確に「クラブ会報誌」に留め、良く整

理されていました。 

一方、クラブ外からの「情報」も良く取り入れて例会の活性化を図ってくださいました。また、ロータリーの公共

性に対して、「雑誌」の配布はその役割を十分に果たして頂きました。 

 

出席委員会  石井康弘委員長 

２０１３－２０１４年度の出席委員会の事業報告を申し上げます。 

２０１４年５月２１日現在の出席率は「９５．６９％（メーク無では、７３．２７％）」でし

た。今年度に掲げました「１本化」企画と全会員の方々のご協力もありまして、お

弁当の残数５８個と、前年に例を見ない「無駄の削除」が達成できました（因み

にお弁当の総発注数は１６７１個です） 

出席委員会としまして、心から感謝申し上げます。また、次年度も今年度同様、

例会出席も含め宜しくお願いします。一年間、誠にありがとうございました。 

 

親睦活動委員会  荒井孝典副委員長 

例会おけるお客様のご紹介、会員・ご夫人の誕生祝い 

８月のディナークルーズの納涼会には４３名の参加 

１２月の忘年会（水海道ゴルフクラブ）５９名の参加 

４月の観劇会（歌舞伎座）５７名の参加 

５月の親睦ゴルフ大会（水海道ゴルフクラブ）２１名の参加  を頂きました。 
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ＳＡＡ委員会  倉持功典委員長 

例会場の気品と風紀を守ることを心がけて例会運営してまいりました。                             

また、例会開始前及び食事の時間に音楽を流し、和らいだ雰囲気作りに努めま

した。 

さらに、隅屋会員より会員にお褒めの言葉があった際には、速やかにニコニコ

ボックスを持参するようにしてまいりました。           

皆様のご協力により現在、目標額の達成目前となりました。会員の皆様には、年

間を通して面白いコメントを書いていただき、とても楽しい雰囲気の中での例会

運営ができましたことに感謝申し上げまして事業報告とさせていただきます。 

 

出 席 報 告   高須 薫副委員長 

会員総数 出席者数 欠席者数 賜   暇 メーク 出席率 

５５名 ４５名 １０名 ０名 １０名 １００．００％ 

 

ニコニコボックス  倉持功典委員長             入金計 ￥59,000    累計 ￥1,880,000  

誕生祝御礼≪会員≫倉持・山野井・五木田（益）・青木（英）  各会員 

        ≪ご夫人≫山牟田会員 

６月に入りました。フェローシップ月間です。楽しく親睦を深めたいと思います。  熊谷会員 

明日第７分区ゴルフコンペよろしくお願いします。  染谷（秀）会員 

明日、分区のゴルフに参加します。  武藤会員 

７分区親睦ゴルフよろしくお願い申し上げます。  大塚会員 

男と幸せに暮らすには、男を理解しようとしなければならない。 女と幸せに暮らすには、女を理解しようとし

てはいけない。皆さんはどう思いますか？    青木（正）会員 

明日は、分区親睦ゴルフです。宜しくお願いします。  斎藤会員 

明日の分区ゴルフ楽しみです。   青木（清）会員 

ツウンバとの交換留学に行かせて頂きました長女が、アメリカのコロンビア大学で Ph.D.（博士号）を取得する

事が出来ました。  青木（英）会員 

梅雨の季節になりました。残り１カ月、よろしくお願い致します。  石井会員 

ループタイ買いました。  登坂会員 

早退します。  山野井会員 

休みが続きました。  島田会員 

例会欠席しました。  草間・古矢・五木田（益）・木幡  各会員 

 

会報委員会   五木田利明委員長   青木清人副委員長 

 


