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例会報告  ＶＯＬ．５２ Ｎｏ．３６（Ｎｏ．2439） ６月３日（水）雨のち曇り（司会 古矢 満委員長） 

 本例会での主な事項 

 ◎会長挨拶    ◎２０１４－２０１５年度 事業実績報告 

 

 

誕 生 祝 

 

≪会員≫倉持功典会員 五木田益城会員 二本松恭行会員 細野真哉会員 青木英男会員  

山野井周一会員 

≪ご夫人≫山牟田会員 

 

諸 報 告 

１５-１６年度会員増強・拡大セミナー報告  斎藤広巳次年度会員組織委員長 

５月３１日（日）水戸三の丸ホテルで地区の会員増強・拡大セミナーに海老原会長

エレクトと出席して来ました。倉沢ガバナーエレクトの点鐘で開会し、役員紹介後

藤居ガバナー、長谷川研修リーダー、倉沢ガバナーエレクトからの挨拶、セミナー

の趣旨説明を大久保クラブ奉仕総括委員長、会員増強の現況報告を井澤会員増

強委員長より、またＥクラブ・衛星クラブについて長洲会員増強委員より説明があり

ました。 

１１時３０分より「私の増強・拡大論」と題し、第２７５０地区２０１３－２０１４年度ガバ

ナーの舟木いさ子氏の講演で午前中終了。 

午後は分科会。５班に分けて各クラブの現状の報告、討論。１４時３０分に全体会場集合し分科会結果報告。

最後に藤居ガバナー、井上壽博クラブ奉仕担当カウンセラーの総評で閉会となりました。 

 

親睦活動委員会  荒井孝典委員長 

６月４日（木）は水海道ゴルフクラブにおいて親睦ゴルフ大会です。８時５０分より受付です。最初のスタート時

間は９時３８分です。よろしくお願い致します。 

 

幹 事 報 告  山野井周一幹事 

 週報受理クラブ 竜ヶ崎ＲＣ 

 例会変更通知 竜ヶ崎ＲＣ  ６月１６日（火） 午後６時３０分より 松泉閣 

       藤代ＲＣ   ６月８日（月） 午後６時３０分より 柏クレストホテル 

 

６月２４日（水）さよなら例会の出欠表を廻します。ご記入の程宜しくお願い致します。 
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会 長 挨 拶  武藤康之会長 

皆さん今日は、本日と来週の２回の例会は、各委員長さんの本年度事業報告と

なっております。どうぞよろしくお願い致します。さて今日は、新聞の社会面ネタ

の話をします。 

皆さんよく御存じの通り、社会面は毎日の事件や事故の記事が中心ですが、必

ずと言っていいほど毎日掲載されているのが、いわゆる「振り込め詐欺」の記事

です。それも複数件ですね。茨城県警では、「ニセ電話詐欺」という言い方に統

一していますが、何故これほど毎日、毎日多くの被害が出ているのか不思議で

なりません。また、ニセ電話があったその日に、何百万もの大金を用意できる人がこんなに大勢いることも、も

っと不思議でなりません。還付金詐欺、インターネットの有料サイトが未払いなどはまだ被害金額が少ない方

で、息子や孫を装い「集金してきた金をなくしてしまった。」「会社の金で株を買ったら大損してしまい、今日

中に埋め合わせしないとクビになってしまう。」など、今では古典的な手口もまだまだ横行しているようです。

いずれにしても、年寄をだまして大金を奪い取ってしまう犯罪は卑劣極まりない事です。以前、警察関係の

会合に出席した折り、５０名ほどの参加者でしたが、県警の「ニセ電話詐欺」担当の刑事さんがこんな質問を

しました。皆さんの中で、私は「ニセ電話詐欺」になど絶対にひっかからないと思う人は手を挙げて下さい。も

ちろん、私を含めてほぼ全員の方が手を挙げました。その警察の方が言うには、「今、手を挙げた人ほどひっ

かかりますよ。」という話でした。詐欺犯人の手口は、日頃我々がなじみの薄い、警察官や裁判官、弁護士や

会社の上司などを矢継ぎ早に登場させ、被害者に考えるヒマを与えず、相手をフリーズつまり思考停止の状

態にした上で金をだまし取る方法がほぼ１００％です。もう少し詐欺事件の話をします。詐欺と言えばやはり

「Ｍ資金詐欺」ですね。これは、戦後日本を統治したアメリカのＧＨＱが、旧日本軍が隠匿した莫大な財宝や

資産を接収し、これを元に選ばれたごく少数の融資先に対し、無担保・無保証人・超低金利で事業資金を融

資するといった内容です。「Ｍ資金」のピークとされる昭和５０年前後には、東京都内で約３万人、日本全国で

は１０万人を超える詐欺集団や個人が一流企業の経営者や役員を相手に暗躍していたという事です。なお、

「Ｍ資金」のＭは、当時ＧＨＱの経済科学局長だったマーカット少将の頭文字からきているという説が一般的

だとされています。融資実行にあたり、その活動資金や手数料名目で億単位の金がだまし取られた事例は

数多く記録に残っています。数例ご紹介しますと、昭和４５年に全日空の大庭哲夫社長が３，０００億円の融

資を申し込み、また、５０年には東急電鉄の酒井幸一常務が２兆円、５４年には丸善石油の本田社長が４，００

０億円を申し込み、いずれもその実行がされないまま、申込書や念書のコピーが出回り、全員辞任に追い込

まれてしまいました。さらに、俳優の田宮二郎にいたっては、Ｍ資金話に乗ったため、自殺に追い込まれたと

いう事がささやかれています。 

 

２０１４－２０１５年度 事業実績報告     

会員組織委員会  田上秀雄委員長 

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って頂いたことに感謝の意を表し、事業

報告と致します。 
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会員増強委員会  大塚令昌委員長 

会員増強委員会は、私大塚が委員長に副委員長に白井会員、委員に隅屋会員と二

人の大先輩とともに、増強３名を目標に参りました。 

皆様のご協力のもと、２名の会員増強が出来ましたこと報告申し上げ、目標達しませ

んでしたが会員増強委員会からのご報告とさせて頂きます。 

 

 

 

 

広報委員会  北村 仁副委員長 

広報委員会は、地域に対する事業活動の報告をすることにより、地域に対してロ

ータリークラブの認知度を高めるとともに、会員増強の一助を担うものであると考え

るものであります。 

 一つの手段として、地域に対してロータリークラブの存在とアピールをするため

に、図書館に対して月刊誌の贈呈を検討しておりましたが、図書館の受け入れ態

勢として我々の望むところと図書館の受け入れ条件と折り合いがつかず、頓挫し

たことも事実であります。 

幸いに、常総市に茨城新聞社支局が開設され、そのメディアと交流を勤めてとることとし、クラブの活動情

報を提供し、できるだけ多くの取材を受けるように努力してきました。おかげで、例年になく新聞に取り上げら

れ、ある時は行政の記事より大きく紙面に掲載されたこともありました。 

 今年は、例会の中で卓話者としてお招きすることが叶いませんでしたが、次年度にそのことを引き継ぎ、メ

ディアとの連携を取れたらと思う次第であります。そして、ロータリー活動を地域に知らしめ、増強につなげる

ことができたらと願うものであります。 

 

職業分類委員会  松坂興一委員長 

本年度は、二名の新入会員の入会があり従来の職業分類１３の分類項目数 4を 6

に 2つ新たに増やしました。 

新たなる項目は、弁護士、建築設計士であります。 

次年度も新会員の入会予定があり、未充填を埋めて新たなる項目の増加を期待

致しております。 

 

 

 

会員選考委員会  小島富雄委員長 

今年度における当委員会の実績報告を致します。今期２名の推薦があり、会員選

考の基準に沿って検討した結果、的確であることで理事会に報告、承認されまし

た。 

鯉沼敦規、大澤 清  ２名  以上です。 
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クラブ管理運営委員会  海老原良夫委員長 

今年度のクラブ管理運営につきましては、武藤会長・山野井幹事の卓越した指導

力のもとに例年どおり明るく円滑に楽しいクラブ運営がなされました。 

そして、武藤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各

委員会の努力により、ほぼ達成されようとしています。 

改めまして、今年度クラブ管理運営について７つの構成委員会の努力に感謝を申

し上げます。 

お蔭さまにて当委員会も年初の事業計画を達成することができました。 

 

出席委員会  登坂 寛委員長 

食事の手配に関しては、欠席の連絡が不十分で、常に２～３個の余りが出てしまっ

た。また、通常の弁当の代わりにカレーを用意してみた。配膳に若干時間がかかっ

たが面白い試みではあったと思う。 

出欠の管理に関して、クラブ全体での出席率の算定方法を変更した。その結果ク

ラブとして出席率はやや低下することとなった。なお、個人の出席率には影響はな

い。 

 長期欠席者のフォローに関して不十分であったことが反省点である。 

 

親睦活動委員会  荒井孝典委員長 

１、 例会において、お客様のご紹介。 

２、 例会において、会員様及び奥様のお誕生日ご紹介(プレゼントの用意) 

３、 納涼会の企画（９月６日に品川アクアスタジアムにて水族館・イルカのショー

の見学、ウェスティンホテル東京にて納涼会の実施） 

参加人数 48名でした。その内、学生・お子様の参加が 10名でした。 

４、 家族親睦忘年会の企画（１２月６日にオークラフロンティアホテルつくばにて

忘年会の実施。アトラクションとしてマジックショー、ビンゴゲームによる抽選

会を実施） 

参加人数 47名でした。 

５、 観劇会の企画（４月２５日に帝国劇場にて、ミュージカル「レ・ミゼラブル」の観劇の実施） 

参加人数 43名でした。 

６、 親睦ゴルフコンペの企画（６月４日に水海道ゴルフクラブにて実施） 

以上が今年度の実績報告です。 

 

ＳＡＡ委員会  五木田益城委員長 

１．例会をリラックスしたムードの中で進行できるように心掛けました。 

２．ニコニコＢｏｘ目標金額をほぼ達成できました。 

３．空気清浄機の購入を始め、例会場設営に配慮しました。 
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会報委員会  鈴木茂徳委員長 

 

７月１６日の例会に報告した事業計画に沿って 

１． 毎週例会の記録を正確に保存し、会員への情報を伝えたと思っています。 

２． 各委員会の活動報告、次週の例会プログラムを予告し、出席率を高めたと

思います。 

３． 紙面の創意工夫を図り、会員の皆様より写真、例会風景の写真などの掲載

を行いました。 

４． 会員のクラブの情報として役割を果たしました。 

すべてにおいて和久さんにまかせておりました。和久さんありがとうございました。 

 

雑誌委員会  北村陽太郎委員長 

「ロータリーの友」を常総市、つくばみらい市と両市の図書館、水海道第一高等学校

に配布し、会員を含め多くの方々に愛読して頂きたいと思います。 

「ロータリーの友」への投稿が出来ませんでした。 

 

 

 

 

 

青少年奉仕委員会  染谷正美委員長 

１．ライラセミナー「つくばふれあいの里」に１０月１１日～１３日の３日間会員企

業より２名の参加を頂きました。 

２．ガールスカウトへ育成金の授与 

３．創立５０周年記念事業の中で水海道小学校５年生による「未来の夢カプセ

ル」埋設事業を常総市役所前広場に行いました。（１０年後に公開予定） 

 

 

 

プログラム委員会  古矢 満委員長 

本年度プログラム委員会としましては、会長より頂いたメッセージに従い、クラブ

内外よりの卓話を実施し、毎回の例会が皆様にとって有意義な例会となるよう努

めてまいりました。 

会員卓話につきましては、お声掛けをさせていただきました会員の方々には、

快くご協力をいただきまして誠にありがとうございました。 

また、外部卓話につきましては、移動例会を含め行政関係や、多方面よりの

方々の卓話を興味を持って聞く事ができたと思います。 

一年間、例会のプログラムや、スムーズな進行にご協力いただき深く感謝申し上げます。 

 

 

出 席 報 告   鈴木勝久副委員長 

会員総数 出席者数 欠席者数 出席免除 メーク 出席率 

５６名 ４５名 １１名 ０名 ９名 ９６．４３％ 
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ニコニコボックス  五木田益城委員長             入金計 ￥71,000     累計 ￥1,806,000  

誕生祝御礼≪会員≫山野井・倉持・五木田（益）・青木（英）・細野・二本松  各会員 

≪ご夫人≫山牟田会員 

各委員長さん、一年間ご苦労様でした。本日の実績報告よろしくお願いします。  武藤会員 

本日は各委員長の皆様事業報告の程宜しくお願いします。   古矢会員 

武藤・山野井年度も残すところわずかとなりました。最後まで気を抜く事なくガンバッテ下さい。 熊谷会員 

本年度もいよいよ最終月に入りました。この一年大変お世話になりました。御礼申し上げます。 松坂会員 

商工会長任期満了に付、退任致しました。皆様に大変お世話になりました。  北村（仁）会員 

明日は７カ月ぶりのゴルフです。メチャクチャにならないようがんばります。・・・ね！熊谷さん！石塚（克）会員 

ついにホールインワンをやりました。  染谷（正）会員 

ループタイ忘れました。例会欠席しました。  雨谷会員 

早退します。   染谷（昭）会員 

例会欠席しました。   石塚（利）・松崎・染谷（秀）・鈴木（茂）・五木田（裕）  各会委員 

 

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 

 

平成２７年６月３日（水） 於：糀屋 

   

 

 

平成２７年６月４日（木）於：水海道ゴルフクラブ 

 

優勝 斎藤広巳会員 準優勝 北村英明会員 3位 山牟田 博会員でした。ベスグロも斎藤広巳会員 
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