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例会報告  ＶＯＬ．５１ Ｎｏ．４０（Ｎｏ．2402） ６月１８日（水）曇り（司会 鈴木勝久委員長） 

 本例会での主な事項 

 ◎会長挨拶    ◎会長・幹事 一年間を振り返って 

        

 

ビ ジ タ ー 

ＲＩ２８２０地区 第７分区２０１３－２０１４年度 ガバナー補佐  大塚令昌様（水海道ロータリークラブ） 

ＲＩ２８２０地区 第７分区２０１４－２０１５年度 ガバナー補佐 張貝正美様（取手ロータリークラブ） 

ＲＩ２８２０地区 第７分区２０１４－２０１５年度 ガバナー補佐セクレタリー 石井紀男（取手ロータリークラブ） 

米山奨学生  金 ウンビさん 

 

諸 報 告 

次年度出席委員会  登坂 寛委員長 

本日皆様にＦＡＸを致しましたが、７月より欠席の連絡は登坂までお願いします。 

 

地区委員一年を終えて 

世界社会奉仕委員長  瀬戸隆海会員 

青少年交換委員会が、国際奉仕委員会から青少年奉仕委員会へ移行して一年、

世界社会奉仕委員会が国際奉仕委員会の主軸となって活動をしておりました。 

毎年言われることなのですが、相手地区又は相手クラブ、相手先任せの奉仕活動

は、金銭のトラブルは必ずと言っていいほど発生しております。 

 奉仕活動は、貴重な浄財をより有効活用するためには、相手の顔を見ながら直

接現地に赴いて奉仕活動をしなければならないと思っています。そして、長期に

わたる奉仕活動であっても、3 年計画、5 年計画と節目節目を区切り見直しをし、再点検すべきであると考え

ますが、マンネリ化し、尚且つロータリークラブ内の引き継ぎもきちんとされていないと、軌道修正は難しく、そ

れが原因で事業の中断になりかねないものであります。 

 さて、今年の世界大会はシドニーで開催されました。前回のメルボルン大会は、サーズ騒動でかなりのキャ

ンセルが相次ぎ、ダメージを受けた開催でありましたが、今年のシドニー大会は登録数が２万名ほどを数え、

会場も大勢の参加者であふれていました。 

 ロータリーが、ポリオ撲滅運動の先駆けとして活動をしておりますが、今回の大会をきっかけに、オーストラリ

ア政府より多額の支援金提供があり、オーストラリア首相のスピーチで表明されたときは、すべての参加者が

スタンディングオーベイションで称賛されました。 

 

    

会場のステージ                   RI会長スピーチ 
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会場内の参加者 

 

      ニュージーランド・ワカナにある記念碑 

 

社会奉仕委員  染谷正美会員 

 ２０１３～２０１４年、地区社会奉仕委員会の拝命を受け地区活動に参加して参り

ました。２０１３年３月３日地区チーム研修セミナーから出席をいたしまして、長谷川

國雄ガバナーより今年度地区テーマ「新しい奉仕活動への挑戦」があげられ説明

を受け、その後分科会にはいり萩原亢雄地区社会奉仕担当カウンセラー、高野雅

行社会奉仕総括委員長の社会奉仕活動の説明そして討論に入りました。その中 

１. 地域社会のニーズに合った奉仕活動（新しいニーズを見つける） 

２. 計画・継続事業の引継（時期が遅い） 

３. 地区・分区での共同事業（単クラブでは人員、予算が少ない） 

４. 継続事業の拡大（子供から老人） 

などが中心に話し合われました。結果的にロータリークラブは奉仕の理論を実践に移さなければならないとさ

れているところから、各クラブに合った手の届く計画を立案し奉仕活動を実施していくこととなり、高野総括委

員長の下、社会奉仕委員会を務めて参りました。 

 

ガバナー補佐挨拶 

２０１４－２０１５年度 ガバナー補佐 張貝正美様 

２０１５－２０１６年度に倉沢ガバナーが出ますので、色々とご協力の程宜しく

お願い致します。 

 

 

 

 

 

 

２０１３－２０１４年度 ガバナー補佐  大塚令昌様 

皆様改めましてこんにちは。 

本日は取手ロータリークラブ次年度補佐の張貝様ようこそおいで下さいまし

た。ご歓迎申し上げます。 

先日、熊谷会長より 今年度中に補佐報告を５分以内でお願いしますと いう

指示がありましたので、報告と御礼を申し上げます。 

皆様２０１３－１４年度の第７分区補佐という重責を受け、余すところ１０日を切
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りました。なんの知識のない私がと思いながら日々が過ぎ２５年６月８日には会長・幹事会が始まりました。第

７分区８クラブを訪問させていただく事になり 、訪問には当クラブ５名のセクレタリーのご協力を戴き、第１回

目の訪問となります。 

第７分区には８クラブ１９５名の会員がおります。こうして２回目は公式訪問前のクラブ協議会の訪問、３回目

は公式訪問となります。 

２０１３－１４年度の長谷川国雄ガバナーの希望は、１クラブ毎の公式訪問が望まれましたが、第７分区では取

手クラブと稲敷クラブの合同公式訪問となりました。こうしている間に地区では新旧補佐合同会議となり、余す

日々が少なくなってまいります。 

４回目最後のクラブ訪問となります。最後のクラブ訪問は６月１２日の稲敷クラブ訪問となりました。余すところ

６月２１日の会長・幹事会が私の一年となります。こうして今年度は当クラブ会員の皆様とセクレタリーとして各

クラブへの同行に、また ＩＭの実行委員長並びに分区懇親ゴルフ委員長と委員の皆様には大変ご協力戴き

ましたこと重ねて御礼申し上げます。 

これからは一年間他クラブでの 勉強を自分なりに解釈し、身につけたいと思っております。本当に一年間ご

協力有り難うございました。以上短い報告でしたが ６月号のガバナーマンスリーに私の一年間を報告させて

戴きましたので 拝見戴ければ幸いです。 

 

幹 事 報 告  染谷秀雄幹事 

 週報受理クラブ なし 

 例会変更通知 なし 

 

会 長 挨 拶  熊谷 昇会長 

ご挨拶申し上げます 

先週は、今年度、次年度の新旧委員長会議を開催させていただきました。限ら

れた時間でしたが、各委員会のよい申し送りができたのではないかとおもいま

す。お疲れ様でございました。 

今日は取手クラブより次年度ガバナー補佐の張貝様・セクレタリーの  様、そ

して米山奨学生のキム・ウンビさんがおいでになっています。会員一同ご歓迎

申し上げます。 

張貝様にはこの後ご挨拶を頂く予定でございますのでよろしくおねがいいたします。 

またキム・ウンビさんには、初めてお会いする会員の方も多いと思いますが、顔と名前が早く覚えられるよう例

会時の席を設定させていただいておりますので、ご理解をいただきたいと思います。会員の皆様も自分の前

に配席された時には、お気軽に声をかけていただき会話を楽しんでいただきたいたいと思います。 

 

今日で例会でのご挨拶は最後となります。 

ポールハリス語録の結語のご紹介をし終わりたいと思います。 

深々と礼をし、心を込めて、震えながらありふれた陳腐な言葉ですが、心のこもった言葉を繰り返

します。「皆さまのご親切な配慮に対し、皆さまひとりひとりに私共から感謝申し上げます。皆さまの

ご成功を祈ります。さよなら」。 

ナショナル・ロータリアン、1912年 8月号 ▲ 

 

 ロータリアンは私によく尋ねます。「あなたがロータリーを創始したとき、このようなものになると思

いましたか?」。いいえ、1905 年には、6,000 のクラブと 300,000 人の会員を擁する世界的運動

になろうとは予想していませんでした。早春のころ、あまり大きくなりそうにない若木を植えるとき、

人はいつの日かそれが、亭々たる大木に育つであろうと確信できるでしょうか。それは雨と太陽..

http://www15.ocn.ne.jp/~o-south/BODY/rotary100/rotary_ph-goroku/PH-GOROKU_31.html#top
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神の摂理の微笑を待たなければならないのではないでしょうか。若葉が初めてもえいでるのを見る

とき、そのときこそ、人は大いなる木陰で夢見ることができるのです。 

ロータリアン誌、1947年 2月号* ▲ 

 

*これはロータリアンヘのポールの最終メッセージです。機関雑誌の3 月号には1947 年1 月27

日にポール・ハリスが亡くなったことを知らせる通知が載りました。 

挨拶を終わります。 

 

一年間を振り返って 

染谷秀雄幹事 

今までの一年間を振り返り会員の皆様に感謝の気持ちとお礼を述べさせて

いただきます。 

熊谷年度もさよなら例会を残すのみとなり、もう一年が経過してしまうのかと今

改めて感じているところです。 

一昨年熊谷会長より幹事として指名をされたとき自分で幹事を務められるだ

ろうか、また、熊谷会長をサポート出来るだろうかなどいろいろ悩みましたが

一年を振り返ると忙しい一年ではありましたが会員の皆様に助けられながら

何とか務めることが出来たのではないかと考えます。公式訪問例会、地区大会、そして水海道クラブが主催し

たインターシティーミーティングなど全ての事業におきまして県内クラブの方々より高い評価を頂きました。特

にインターシティーミーティングは今までに無い会員一丸となって行なった手作りの事業ではありましたが地

区委員の方々や分区内の各クラブに水海道クラブの友情と団結力を示したインターシティーミーティングで

はなかったかと思います。これらのことは会員の方々が事業の重要さを認識しご協力いただいたことで成し

得た事であり私にとっては大変心強いことでもありました。 

私はなれない幹事職で皆様に大変ご心配をかけ、また、ご迷惑をおかけしました。しなしながら幹事を務め

たことでいろいろなことを勉強させていただきとても有意義な一年でした。この場をお借りしご支援、ご協力を

いただきましたことを改めて感謝申し上げます。 

次年度からは初心にもどり武藤会長、山野井幹事を支えていきたいと思いますのでこれからもよろしくお願い

致します。 

 

熊谷 昇会長 

この場所から会員の皆様にご挨拶をすることがこれで最後になると先ほどお

話をさせていただきました。 

今日の例会での挨拶とは別に2013－14年度を総括をとのプログラム委員会

からの要請ですので、あと少しだけお話をさせていただきたいと思います。 

2年前に現ガバナー補佐の大塚会長年度の指名委員会でご指名をいただき

ました。大変光栄なことだと感じておりますが、やはりクラブの運営することに

一抹の不安がよぎったような覚えがございます。ともあれ会長エレクトとして、

煩悩を抱えながらも 50週年を迎える直前会長の背中を見ながら勉強させていただきました。 

クラブ創立 50周年記念式典並びに祝賀会という一大イベントが 5月にありましたので、そのまま 2013-14年

度に入ってしまったようなきがします。 

準備不足は否めませんでしたが、何とか来週のさよなら例会を迎えるところまで参りました。 

限られた時間・要点のみ話をする。 

感謝の言葉  

会員の皆様  

http://www15.ocn.ne.jp/~o-south/BODY/rotary100/rotary_ph-goroku/PH-GOROKU_31.html#top
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各委員会活動について感想 会員増強、親睦委員会・米山・財団・ＩＭ 

プログラム・ＳＡＡ・幹事・和久さん 

 ＲＩテーマ 

鈴木会員の訃報 

これからのロータリークラブ内の親睦 

次年度への期待 

 

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 ４３名 １２名 ０名 １２名 １００．００％ 

 

ニコニコボックス  倉持功典委員長             入金計 ￥107,000    累計 ￥2,030,000  

会員の皆様、一年間ご協力ありがとうございました。   熊谷会員 

いろいろお世話になりました。  染谷（秀）会員 

熊谷会長、染谷幹事、一年間ご苦労様でした。もし、どうしてももう一年続けたいということであれば、武藤・山

野井までお早めにお申し出ください。   武藤会員 

ようこそ、張貝さん、石井さん、宜しくお願いします。  山野井会員 

次年度ガバナー補佐張貝様、ご歓迎申し上げます。  大塚会員 

熊谷会長、染谷幹事１年間お疲れさまでした。 忙しさのあまり夫婦間で問題は起きませんでしたか？ 結婚

生活は「真実を知ることよりも信用する事」の方が大切だそうです！！ １年間おせわになりました。 

青木（正）会員 

熊谷・染谷年度立派な実績を残されました。今後のご活躍を期待しております。  松坂会員 

感謝の一年。   山崎会員 

白梅会お世話になりました。  北村（仁）会員 

昨日のコンペでは、栄えあるブービーメーカー賞を頂きました。ゴルフを続ける自信はなくなりました。 

青木（清）会員 

熊谷会長・染谷（秀）幹事、一年間お疲れ様でした。青木前会長、一年間煩悩つぶやきお疲れ様でした。出

版してみてはいかがですか？   石塚（克）会員 

一年間地区社会奉仕委員会に努めてきました。   染谷（正）会員 

大変お世話になりました。  中川会員 

一年間お世話になりました。  斎藤・亀崎   各会員 

金 ウンビさんをよろしく！！   五木田（利）会員 

熊谷会長一年間ご苦労様です。楽しませていただきました。ありがとうございます。今日は欠席させて頂きま

す。  小島会員 

一年間親睦活動に協力ありがとうございました。   雨谷会員 

熊谷会長・染谷幹事、一年間ご苦労様でした。  飯塚・松村・海老原・高須  各会員 

一年間お世話になりました。熊谷会長・染谷幹事ご苦労様でした。  大串・島田・石塚（利）・松崎・ 

北村（陽）・登坂・五木田（益）・石井・荒井・五木田（裕）  各会員  和久事務局 

一年間ありがとうございました。  瀬戸会員 

今期はいろいろありがとうございました。  大塚会員 

会長・幹事始め皆様、一年間お疲れ様でした。   北村（英）会員 

ＳＡＡより一年間ありがとうございました。熊谷会長・染谷幹事お疲れ様でした。  倉持会員 

 

会報委員会   五木田利明委員長   青木清人副委員長 
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平成２６年６月２５日（水）  於：糀屋 
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