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２０１４－２０１５年度 ＲＩ会長        次回例会予定  ５月２０日 移動例会 １８：００～ 幸すし 

ゲイリー C.K. ホァン 氏         ５月２７日 外部卓話 

 

ＶＯＬ．５２ Ｎｏ．３４（通算Ｎｏ．2437）    

２０１５年 ５月１３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     

Ｓ Ａ Ａ 報 告     

諸 報 告     

幹 事 報 告     

会 長 挨 拶                    

外 部 卓 話 ＪＡ常総ひかり 草間様          「京都 建仁寺 双龍」 

 

写真提供：青木正弘会員 

 

                                      

２０１４－２０１５年度        会 長  武 藤 康 之     幹 事  山 野 井 周 一 

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.mitsukaido-rc.jp/ 
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例会報告  ＶＯＬ．５２ Ｎｏ．３３（Ｎｏ．2436） ４月２２日（水）晴れ（司会 古矢 満委員長） 

 本例会での主な事項 

 ◎会長挨拶    ◎２０１５－２０１６年度 クラブ協議会 

 

 

地区大会表彰 

 

５０年１００％出席  隅屋祐三会員 

 

幹 事 報 告  山野井周一幹事 

 週報受理クラブ 竜ヶ崎ＲＣ、水戸ＲＣ、水戸西ＲＣ、水戸南ＲＣ、水戸西ＲＣ 

 例会変更通知 なし 

 

２０１５－２０１６年度 予算について   松崎隆詞次年度幹事 

別紙の通りです。 

・・・・・・・・拍手で承認・・・・・・ 

 

会 長 挨 拶  武藤康之会長 

皆さん今日は、先日、日立での地区大会に参加された会員の皆さん、日曜日の早

朝よりご参加いただきまして誠にありがとうございました。また、大変お疲れ様でし

た。もう一週間早ければ、日立の駅前に続く平和通りの満開の桜を楽しめたらしい

ですが、大勢の桜見物のお客さんの邪魔になっては迷惑との主催者の判断で、

あえて 4月の３週目にしたとの事です。せっかく遠くの日立まで行ったのに少々残

念でした。さて、その地区大会ですが、北村パストガバナー・地区委員長の瀬戸さ

ん・そして今年度会長・幹事の武藤・山野井の 4 名は初日の土曜日からの参加で

した。その土曜日のプログラムの中に指導者研修セミナーという項目がありました。地区大会で研修セミナー

が行われる事は、非常に稀な事だそうですが、今年の大会主催者である日立クラブの新しい試みが伺えまし

た。講師は兵庫県のパストガバナーの三木さんという方が務められました。三木さんは、姫路ロータリークラ

ブ所属の歯科医師さんです。講演の内容は非常に分かり易く、またロータリーの発祥からその本質まで捉え

た奥が深いものでした。最初はメンバーの利益、利便、親睦だけを目的に発足したロータリーが、様々な変

遷を経て職業倫理の構築を柱にその精神をメンバー同志が磨きあう事がロータリーの本質であるという事が

この講演の骨子でした。地区内各クラブの会長・幹事がこの講演の主な生徒役でしたが、それぞれ改めて勉

強になった思いでした。 
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クラブ協議会     

次年度会長方針   海老原良夫会長エレクト 

次年度の R1 テーマは、R1 会長 K.R.ラビンドラン氏(スリランカ、コロンボ RC)

より【世界へのプレゼントになろう】と発表されました。 

「人は手を閉じて生まれ、手を開いて世を去る」、また「己の才能は、天から授か

ったもの」と言われます。ですから私たちは、その授かり物をお返しするのです。

私たちは皆、この世に生まれ、なんでもつかみ取ろうとしますが、この世を去るとき

にはすべてを残していきます。ロータリーを通じて私たちは、いつまでも続く、本

物の何かを残すことができるでしょう。私たちに与えられた時間は今です。この機

会は二度と訪れるものではありません。【世界へのプレゼントになろう】 

これに基いて、倉澤ガバナーエレクトは次年度地区テーマとして「初心にかえり 新たなる一歩を」を掲げ

られ、具体的な目標として 6 項目が示されました。これらは先々週の例会で、地区協議会に出席された次年

度各委員長さんからの報告のあった通りです。 

そこで、私は次年度クラブ運営方針として、R1 会長、地区ガバナーの方針に沿って、水海道クラブが築い

てきた伝統を基軸に、新たな委員会に所属して戴くことになる会員の皆様が、新天地で心機一転(すなわち

新たな委員会で、想いも新たに奉仕の思想を求め続ける)、活発な委員会活動を展開して戴く中から、クラブ

の希望に満ちた未来を目指した新たな方向付けも､私たちの思い描くクラブの姿も次第にその輪郭を現して

くるのではないかと考え、『想いも新たに 奉仕の理想を求め続けよう』を会長方針といたしました。 

 用意した資料、各委員会に宛てた会長ワンポイントメッセージは武藤会長の方針を踏襲したものですが、今

後予定されている新旧委員長会議、次年度理事役員会等で検討を加え 7 月からの新委員会のスタートを機

に具体的な委員会事業計画を練り上げて行って戴きたいと考えております。 

 予算書(案)に計上した地域奉仕プロジェクトは、四大奉仕委員会が、これまで地域に向けて展開してきたそ

れぞれの奉仕活動の実績を踏まえ、それらの共通項を一つに集約した地域への奉仕プロジェクトを次年度

の重点事業として立案しているものです。具体案の検討には、今後四大奉仕委員会を中心にプロジェクトチ

ームの発足等を考えております。 

 

ワンポイントメッセージ 

会員組織委員会 各委員会間調整並びに合意形成を。 

会員増強委員会 前年度比２名以上の純増、会員５８名目標。退会防止。 

広報委員会 地域社会へ適切なＰＲ並びに公共イメージアップを図る。社会福祉団体へ

のアピール。 

職業分類委員会 会員増強、選考委員会との連携と職業分類の充填推進、均衡のとれた会員

組織を。 

会員選考委員会 会員増強、職業分類委員会との連携により会員適格性の良き判断を。 

ロータリー情報委員会 新会員のための定期的なオリエンテーションの実施と現会員の継続教育の

機会提供を。 

クラブ管理運営委員会 各委員会の機能保持と効果的な運営活動の実施、各委員会の年次目標達

成への援助を。 

出席委員会 出席率向上、長期欠席者へのアプローチ、お弁当の確実な手配 

親睦活動委員会 会員並びに家族間の和を広げ、友好を深め合うための楽しい企画の創意

工夫を。 

SAA委員会 例会会場監督並びに設営、クラブ奉仕活動資金確保のためのニコニコボッ

クス目標額達成へ（200万以上）。 
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プログラム委員会 クラブ内外卓話の立案、実施による楽しい例会づくりを。 

会報委員会 週報による例会記録保存と伝達並びに興味を注ぐ会報を。 

雑誌委員会 ロータリー機関紙「ロータリーの友、ザ・ロータリアン」へクラブ会員の関心を高めるよ

う、興味ある内容紹介とロータリー活動への認識を図る。 

IT委員会 ホームページによるクラブ奉仕活動の紹介、並びにクラブ外のロータリー情

報入手紹介を。インターネット環境の紹介。 

職業奉仕委員会 自己の職業奉仕とあらゆる有用な職業に対する価値と認識を見出そう。青

少年への職業意識観の高揚施策検討を。 

社会奉仕委員会 地元地域社会への奉仕プロジェクトの継続。地域内での隠れた奉仕者、人

材を探そう。 

国際奉仕委員会 継続奉仕プロジェクト（ツウンバとの交換留学生）WCS の実践推進。国際親善と国

際理解に努めよう。 

青少年奉仕委員会 ライラセミナーへの参加推進。ボーイスカウト、ガールスカウトへの助成。子

ども達への奉仕活動を。 

ロータリー財団委員会 １人 130 ドルの寄付金（クラブ目標１万ドル）、ポリオプラス特別基金へ１人 20 ドル

の寄付金を（ワンコインボックス）。新ベネファクター1名以上。 

米山記念奨学会 １人２万５千円の寄付金を。米山クラブ功労賞をめざそう。米山奨学生のカ

ウンセラーを。（熊谷 昇会員） 
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出 席 報 告   登坂 寛委員長 

会員総数 出席者数 欠席者数 出席免除 メーク 出席率 

５６名 ３９名 １７名 ０名 １７名 １００．００％ 

 

ニコニコボックス  五木田益城委員長             入金計 ￥30,000     累計 ￥1,630,000  

地区大会大変ご苦労様でした。  武藤会員 

地区大会お疲れ様でした。  山野井・五木田（裕）  各会員 

本日は次年度のクラブ協議会を開催させて頂きます。皆様よろしく御協議をお願い申し上げます。  

海老原会員 

表彰されました。  隅屋会員 

地区大会お疲れ様でした。お世話になりました。  北村（仁）会員 

地区大会ご苦労様でした。  染谷（秀）会員 

誕生日祝い品が届きました。ありがとうございました。  秋田会員 

この度、激戦に勝利し、と言いたいところですが無投票と言う結果で、市議会議員となりました。今後共、ご指

導の程、宜しくお願い致します。   大澤会員 

大澤さん、当選おめでとうございます。よりよい常総市を期待しています！！  五木田（益）会員 

地区大会休みました。   大串・染谷（正）・斎藤・染谷（正）  各会員 

早退します。  五木田（利）会員 

例会欠席しました。  福田・亀崎  各会員 

 

会報委員会  鈴木茂徳委員長  二本松恭行副委員長  本橋美章委員 
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平成２７年４月２５日（土） 於：帝国劇場 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

他、北村陽太郎会員ご夫妻、石塚利明会員ご夫妻がご参加され

ています。会場内の写真は1枚のみ。撮影制限が厳しく、掲載で

きませんでしたこと、ご了承ください。 

 


