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例会報告  ＶＯＬ．５２ Ｎｏ．３７（Ｎｏ．2440） ６月１０日（水）晴れ（司会 石井康弘副委員長） 

 本例会での主な事項 

 ◎会長挨拶    ◎２０１４－２０１５年度 事業実績報告 

      会長・幹事報告 

 

ビ ジ タ ー 

第２８２０地区 第７分区 ガバナー補佐  張貝正美様（取手ロータリークラブ） 

飯田藤治様 （取手ロータリークラブ） 

東郷治久様（つくば学園ロータリークラブ） 

米山奨学生  レンゴゲニさん 

 

諸 報 告 

親睦活動委員会  荒井孝典委員長 

先日のゴルフ大会天候にも恵まれ、また多数の方にご参加いただき有難うございました。 

 

幹 事 報 告  山野井周一幹事 

 週報受理クラブ なし 

 例会変更通知 なし 

 

理事・役員会報告 

１． ネパール地震義援金について 

１０００円×５６名＝５６,０００円・・・・ワンコインより拠出 

２． 花火大会協賛について 

例年通り５万円 

３． 退会届け 

横山 修会員・・・６月３０日付 

                         ・・・・・承認されました・・・・・ 

 

ガバナー補佐あいさつ   張貝正美様（取手ロータリークラブ） 

昨年６月１６日に初めて水海道の例会に出席させていただいたと思います。水

海道ＲＣ例会風景には圧倒されましたことを覚えています。 

一年間本当にありがとうございました。 

 

 

 

 

 

会 長 挨 拶  武藤康之会長 

張貝ガバナー補佐、ようこそお出で下さいました。そして１年間大変ご苦労様でした。

又、先週はボーリング大会にお招き頂きありがとうございました。ボーリングも食事も

無料の上、上位入賞者から最下位のメンバーにまでカスミの商品券を懸賞として頂

戴し、重ねてお礼を申し上げます。 

さて、関東地方も梅雨入りという事で今日は「水」に因んだ話をします。 

まず「水かけ論」これは、双方が互いの理屈を言い張って争う事です。しかし冷静に

なってから振り返ると、本当に水を掛け合うような言い争いだったという事です。実は、この言葉は、実際に水
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を掛け合う狂言が由来しているといわれます。「水かけ婿」という狂言です。隣り合った田んぼを持つ二人が

それぞれの田んぼに水を引こうとして言い争いになり、最後には相手に水を掛け合ったという話。 

次に「水入らず」これは余計なものが混じっていない事です。漢字で「入らず」と書くようにいる・いらないの

「入らず」ではなく、仲が良く水の入り込む余地もないという言葉なのです。そして仲の良いものの間に水が入

ってしまい、その間が裂かれると「水を差す」になります。「水入らず」とは反対の言葉になってしまい、まさに

水が入るか入らないかで人間関係を表していますね。 

そして「年寄の冷や水」これは、年齢にふさわしくない振る舞いをすることですね。「冷や水」とは、江戸時代

にいた「水売り」という商売をする人が売っていた水の事だそうです。「氷水いらんかえ、ひゃっこい。汲みた

ていらんかえ、ひゃっこい。」という売り声で、飲料水や冷たい水に白玉と砂糖を入れた物を売り歩いていまし

た。この冷や水を老人が飲むと急に体が冷え、体調が悪くなるのを分かっているのに飲んでしまうという事が

語源になっているそうです。 

様々な水がありましたが、水はとても身近でなくてはならない物です。だからこそ、人間関係を表すのにとて

も的確な比喩として使われて来たのでしょうね。 

 

２０１４－２０１５年度 事業実績報告     

ロータリー情報委員会  青木清人委員長 

昨年 11月 12日、入会 5年未満の会員に、正しいロータリー情報を理解しても

らうためのインフォーマルミーティングを開催しました。 

講師として、熊谷 昇会員にお願いして、ロータリーの歴史などのお話を伺い、

ロータリーへの理解を深めることが出来ました。 

 

 

 

 

職業奉仕委員会  松村仁寿委員長 

ロータリーの第二奉仕部門。ロータリアンが職業の尊さと価値をクラブのほかの

会員に示す機会であるとともに、キャリア計画、職業研修、職場での高い道徳的

水準の推進といったプロジェクトを実施するというクラブの責任でもある。ことを、

踏まえて下記の事業を実施 

１． 毎月第 2週例会時に「四つのテスト」を唱和する。 

２． 職業奉仕十二章を、週報に載せる。 

３． 職業奉仕に関する卓話、フォーラム。 

４． 職場観察、職場見学(世界遺産の富岡製糸場見学、前橋西ロータリークラブにメークアップ、親睦懇親会、

出席委員会とコラボ) 

 

社会奉仕委員会  染谷正昭委員長 

社会奉仕委員会は、地域社会の啓発事業を主として行い、地域の活性化、住

みよい街づくり、環境問題に対する取り組みをロータリー精神のもとに地域の

人々と共に進めて参ります。そしてこの街にロータリーが存在することの意義の

啓蒙を行って参ります。 

１． グランドゴルフ大会・・・・水海道地区への協力・支援を行いました。９月１８

日(木)１５０名参加 

２． グランドゴルフ大会・・・・つくばみらい地区への協力・支援を行いました。 

１０月２２日(水)１００名参加 

３． 赤い羽根募金を１０月に会員の皆様に協力を頂き、常総市社会福祉協会とつくばみらい市社会福祉協
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会に寄付させて頂きました。 

 

国際奉仕委員会  北村英明委員長 

近年様々な分野で国際化が急速に進んでおります。特に若い世代の人たち

がグローバル意識を持ち国内外で活躍し得る素養をつける契機となることを

願い、またクラブ会員も国際理解をより深めるために約３０年に渡る継続事業

である、オーストラリア・ツウンバとの交換学生の事業を行いました。 

８月１０日～１７日までの期間で、３名の女子学生をツウンバに派遣しました。

後日談で大変貴重な体験をした旨報告を受けました。 

１月１０日～１８日には、ツウンバから３名の学生を受け入れました。３名は新

年会にも参加し、会員の皆様との日豪交流となりました。ホスト頂いた瀬戸会員・横山会員とそのご家族に心

より感謝申し上げます。 

また、第２８２０地区世界社会奉仕委員会の”この指とまれ”奉仕事業にも協賛し、タイ・ネパールへの支援を

行いました。 

委員の皆様、会員の皆様のご協力に感謝申し上げ、事業報告と致します。 

 

ロータリー財団  島田 勝委員長 

年度始め地区及び会長方針に沿って計画を立て次の事業を実施しました。 

１． 地区及び会長の寄付数値目標である１人当たり１３０ドルの年次寄付とポ

リオへの支援として２０ドルそしてクラブ全体での総額１０,０００ドルの達成 

２． ＰＨＳ会員（ポールハリス・ソサエティ）からの１,０００ドルの寄付 

３． ベネファクター １名 

４． ＳＡＡと連携し、ワンコインの寄付を実施し、奉仕活動に尚ロータリー財団

月間に財団の理解を深めて頂くために卓話を予定したがプログラムの関

係にて出来ませんでした。 

皆様、一年間ご協力ありがとうございました。 

 

米山記念奨学会  青木正弘委員長 

①  米山委員会の重要な責務である寄付金の奨励、お願いを武藤会長の方針

に沿ってすすめ全会員から普通寄付・特別寄付２５，０００円のご協力を頂き

米山   功労者１名 マルチプル５名の表彰を頂きました。（１回１名、２回１

名、５回４名） さらに米山功労クラブとして３７回目の表彰を頂きました。 

②  米山奨学生金ウンビさんにはクラブ例会及び各種行事に参加頂き相互理解

を深めることができました。カウンセラーは五木田利明会員に担当して頂きま

した。 

③  例会時に金ウンビさんより研究課題の音楽と身体接触を活用した運動がもたらす心理、社会的効果に

ついて卓話をいただき エアロビクス運動が持つ「音楽」と「身体接触」を全会員で体感させていただきま

した。 

④ 新たな米山奨学生 レンゴゲニさん（女性・インドネシア）を迎えカウンセラーは熊谷昇会員が担当となり

ました。 

 

ＩＴ委員会  石塚克己委員長 

１ 年間とおしてクラブ・委員会行事のデータ、記録、資料作りを行った。 

２ 週報記事投稿など事務局や会報委員会にタイアップしてきた。 

３ ITフォーラムを開催して人物紹介を予定もプログラムの関係上、次年度に繰越する。 



６月は親睦活動月間です 

5 

４ ホームページ管理運営者としてデータ作りに専念した。 

 

一年間を振り返って  武藤康之会長 

１年間大変お世話になりました。昨年の７月に会長就任のご挨拶をしてから、も

うすぐ１年が経過致します。 

最初に申し上げた事は「ロータリークラブとはどんな団体ですか？」あるいは、

「ロータリーとは何ですか？」という質問を受けた時に、どんな答えをしたらいい

かを考える１年にしたいという事でした。ロータリメンバーの数だけ、その答えは

あると思います。私なりに考えた事は、自らの職業倫理を高め、その結果を社会

に還元すること、また、公私ともに尊敬できる友人を作る事、大きく言えばこの２

つでした。言い方を変えれば、自分の仕事をきちんとこなし、その上でいい仲間を作ろうという事です。会長

職が終わってもこの２つを常に考えながら、日常を過ごしていきたいと考えています。 

 また、大変強く感じた事は、我々水海道クラブの充実度です。他のクラブを訪問する機会が多かった会長

年度でしたが、当クラブの年齢構成、会員一人ひとりの人間的な魅力、きっちりとした例会の運営など、まわり

に誇れるようなクラブに在籍でき、しかもそのクラブで会長職を拝命でき、改めて感謝の念を抱いたものでし

た。もちろん、水海道クラブより優秀なクラブもたくさんあります。このような事に慢心せず、次年度以降も是非、

当クラブの伝統を引き継いで頂く事を願って、１年間の御礼と報告とさせて頂きます。大変ありがとうございま

した。 

 

山野井周一幹事 

幹事として一年間皆様のご協力を得て活動して参りました。特に武藤会長には、

大変助けて頂き誠にありがとうございました。本来は助けるべき役割の私が逆転

してしまい、恥ずかしい次第です。特に印象が深いことを書き出してみたいと思

います。 

まずガバナー訪問です。１２月３日の藤居ガバナーが来られ、言われたことを思

い出します。 

１． 訪問の目的・・・クラブを効果的に支援する方法をさぐる。 

２． 会員増強・・・毎年少しずつ減っている。入会１６３人、退会１９５人 

３． 自分の評価・・・話す内容がストレートすぎると良く言われる。 

素晴らしい指導者だと確信しました。 

４月１８日～１９日 地区大会 

日立シビックセンターに於いて、当会員である隅屋祐三様が５０年間、１００％例会出席表彰を受けました。と

てつもない大記録です。 

最後に、水海道ロータリークラブは１０年以上前に北村パストガバナーを輩出されていますが、他のクラブと

比較しますと改めてクラブの実力、まとまりの素晴らしさを感じました。今後においても良い経験をさせて頂き、

また当クラブの会員で良かったと思いました。誠にありがとうございました。 

 

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 ３８名 １８名 ０名 １５名 ９４．６４％ 

 

ニコニコボックス  五木田益城委員長             入金計 ￥40,000     累計 ￥1,846,000  

一年間大変お世話になりました。今後もよろしくお願いします。  張貝正美様（取手ロータリークラブ） 

先日私の所属するつくば学園ロータリー事務局から、あと一回メイクすれば出席率が１００％になりますと言わ
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れました。普段はあまり出席率にこだわらないのですが、あと一回で１００％と言われたのでめったにしたこと

のないメイクをすることにしました。水海道は、住まいも近いしこちらにおじゃますることにしました。先日はお

いしいお弁当ありがとうございました。  東郷治久様（つくば学園ロータリークラブ） 

ゲニさん、張貝さん、飯田さん、ようこそいらっしゃいました。親睦委員会の皆さん、楽しいコンペありがとうご

ざいました。   武藤会員 

もう少しです。頑張ります！張貝様、飯田様、ようこそおいで下さいました。  山野井会員 

委員長会議欠席いたしました。   大塚会員 

先日の親睦ゴルフコンペ多数のご参加ありがとうございました。  荒井会員 

親睦ゴルフ大会でご利用頂き有難うございました。   亀崎会員 

ゴルフコンペ、ベスグロと優勝致しました。   斎藤会員 

親睦ゴルフ大会お疲れ様でした。妻もお世話になりました。委員会の皆さんご苦労様です。 北村（英）会員 

親睦ゴルフ大会親睦委員会の皆様、お世話になりました。３位入賞しました。  山牟田会員 

出席委員会さん、本日のお弁当ご苦労様です。楽しんで食させていただきます。  熊谷会員 

登坂委員長、楽しいお弁当ありがとうございました。比内地鶏弁当でした。ジュンサイも入っており気分は秋

田です♪   倉持会員 

出席委員会の皆様、本日はご苦労様でした。  染谷（秀）会員 

張貝様、飯田様、先日のボーリング大会大変お世話になりました。  五木田（益）会員 

元米山奨学生のジョン・ジオンさんが来月より中国広州の大学の助手として赴任します。 青木（清）会員 

６月１７日（水）例会欠席です。１年間お世話になりました。  染谷（昭）会員 

一年間お世話になりました。  島田・山崎  各会員 

一年間皆様ありがとうございました。  青木（英）会員 

例会早退します。  田上・鯉沼  各会員 

２週休むと世界が変わっていました。  石井会員 

 

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 

 

 

写真提供：青木正弘会員 


