１１月はロータリー財団月間

ＲＩ２８２０地区

２０１５－２０１６年度 ＲＩ会長
Ｋ．Ｒ．ラビンドラン 氏
例会予定

１１月１１日
１１月１８日

公式訪問前ガバナー補佐
外部卓話 大子ＲＣ

クラブ創立当初のバナーは、ロータリーのマークに
「水」の字をあしらったものでしたが、創立１０周年
当時、バナーを変えたいという意見が出て、研究検
討の結果出来たものが現在のものです。
鬼怒川と小貝川にはさまれた水海道は、昔から水
路を利用して、江戸に通じる要地として繁栄し、川と
の関わり合いの深い所です。
鯰は「如拙」の「瓢箪鯰」にあるよう、また幸を招く
魚として、川魚の代表的な魚です。この「鯰」と「川」
が当地の特色をもっとも的確に表すだろうと云う
ことで、東京女子美術学校講師であった増渕淳子
先生が両川の清流に黄金の鯰を配して図案化
したものです。

ＶＯＬ．５３ Ｎｏ．１６（通算Ｎｏ．2457）
２０１５年１１月 ４日（水） 例会プログラム
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出席報告
ＳＡＡ報告
諸報告
幹事報告
会長挨拶
ロータリー情報委員会 松坂委員長
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〒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．５３ Ｎｏ．１５（Ｎｏ．2456） １０月２８日（水）曇り （司会 石井康弘委員長）
本例会での主な事項
◎会長挨拶
◎ライラセミナー報告

ビ ジ タ ー
廣田一憲様（石井化成品㈱）
鬼澤咲穂様（石井化成品㈱）
安藤綾香様（石井化成品㈱）
諸 報 告
ロータリー財団 石塚利明委員長
１１月は財団月間となります。５,０００円のご寄付をお願い致します。
災害復興プロジェクト
松坂興一会員
１０月３０日（金）市に図書購入のための寄付金の贈呈式を１０時より行います。地区よりガバナー始め３名の
方が来訪致します。クラブからもたくさんの方にご出席お願い致します。

水害見舞金を 他に 倉持会員 登坂会員 長塚会員 大串会員 斎藤会員 鈴木（勝）会員
鈴木（旦）会員 砂長会員
幹 事 報 告 松崎隆詞幹事
週報受理クラブ
なし
例会変更通知
なし
海老原良夫会長
10.28「水海道銀行初代頭取の職業奉仕」
先週は当クラブへの水害見舞いを賜った地区内クラブへのお礼挨拶に水戸
クラブと境クラブを訪問した。両クラブとも例会場は私たちと同じく常陽銀行であ
った。
一昨日、常陽銀行と足利ホールディングスとの経営統合への動きが報道され
た。
その常陽銀行の源流のひとつとして明治 29 年 3 月 28 日水海道町 210 番地
に資本金 10 万円で株式会社水海道銀行が設立された。
初代頭取は北関東屈指の豪商と称された横町（現・水海道栄町）の呉服太物
卸商、鍵屋五木田利兵衛、2 代目頭取は醤油商山中彦兵衛（初代頭取五木田利兵衛の 4 男）であった。
この二人は筆頭株主と第 2 位の株主であり、彼らは銀行設立より後に町を中心に設立された水海道商品
株式会社、水海道電気株式会社、常総鉄道株式会社、絹江製糸株式会社などの役員を兼ねており、町の経
会 長 挨 拶
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済界をリードする人たちであった。
市史を更に遡れば元治元年（1864）天狗党の筑波挙兵に際し水海道村豪商数名に軍用金調達の差紙が
廻されたが、その筆頭に『五木田利兵衛（鍵屋・呉服太物卸）より 370 両強談申威借取』とあり、ここにも五木
田利兵衛の名が記されている。
水海道銀行初代頭取五木田利兵衛は進取の精神に富み、従来の座売りを廃止し商品を陳列して販促す
る販売方法の革新、販促ＤＭの発送、明治 20 年には先進商業事情視察に店員を米国に派遣するなど新感
覚の商店経営をめざす一方で、地域では少年野球大会を開催するなどの企業メセナを実施し、自らの職業
奉仕を通してノブレス・オブリュージュ精神を昂揚し「店よし・客よし・世間よし」三方よしを実践した。
どんなに商業で成功しても、富を独占せずまちの発展を常に念頭に置いて行動し、往時県下屈指の商都
として栄えた水海道のグラウンドを耕し続けた水海道商人の一人であった。
かつて横町（現・水海道栄町）には、そんな商人が店を張っていた。
平成 23 年晩秋。私は、横町で生まれ育ち生家の近くにあった鍵屋呉服店の戦前の様子についての記憶
をお持ちの古老に聞き取り取材した。
その録音テープも今般の水害で失くし、古老の肉声は復元できないが紙の記録は残った。
『鍵屋呉服店といえば北関東屈指の豪商。そんな大店もあの昭和の大恐慌で窮地に陥り破綻に追い込ま
れた。色々と町の為に尽くした大店であったが鍵屋呉服店のその後の消息は判らない』古老は戦前まで横
町にあった鍵屋呉服店の終焉期について語ってくれた。
一昨日報道された県内屈指の地銀常陽銀行の歴史の遠い日の風景に、かつて水海道銀行初代頭取五
木田利兵衛の職業奉仕をとおして地域に貢献した生き様が投影され甦ってくる。
※別添の写真参照 明治 20 年 旅券 所持人五木田長次郎 米国商業事情視察
明治 45 年 鍵屋呉服店 販促ＤＭ 旧正月 2 日大売出し
明治期【年代不詳】 鍵屋呉服店寄贈優勝旗争奪 少年野球大会
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外 部 卓 話
ライラセミナー報告
1. 挨拶 ≪廣田≫
この度は RYLA セミナーに参加させて
頂きましてありがとうございます。
弊社(石井化成品株式会社)からは 4 名
参加の予定でしたが急遽、1 名不参加と
なりましたこと、誠に申し訳ございません
でした。

2. 自己紹介 ≪全員≫
ひ ろ た かずのり

・廣田一憲 石井化成品株式会社 製造部 29 歳
おにざわ さ

ほ

・鬼澤咲穂 石井化成品株式会社 業務部 20 歳
あんどうあや か

・安藤綾香 石井化成品株式会社 業務部 27 歳
3. RYLA セミナーに参加した目的
廣田：4 回目の参加で、前回までの参加者との再会と新参加者との出会い。
鬼澤：今回は 2 回目の参加でした。前回は 19 歳で目的もなく参加していましたが 、20 歳になり大人とし
て色々な人との出会いを目的に参加しました。
安藤：今回初参加でした。目的としては青少年指導者育成プロジェクトという事で、将来的に自分の子供
達にも自分の為にも勉強になればと思い参加しました。
4. RYLA セミナーに参加した感想
廣田：今回も新たな出会いと実りある学びを得ることができました。ただ残念に思ったことは、年々参加者
が減ってきているということです。次を担う我々の世代同士でのコミュニケーションやセミナーは大切なこ
とと思います。参加者が年々増えていくようなセミナー作りをお願いしたいです。
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鬼澤：幅広い年齢層の方々とのコミュニケーションをとった中で、高校生の一生懸命な姿勢に刺激を受
けました。年下だけれども見習いたいと思う部分がたくさんありました。良い部分をこれから活かしていこ
うと思いました。
安藤：学生時代以来のグループ発表や集団生活を思いだして懐かしいと思いました。その中でも印象に
残ったのは、元ヤクザの入れ墨の入った牧師：鈴木さんの講演でした。『私は 2 人のかみさんに救われた』
という言葉が印象的かつ心に響きました。
5. ライラ研修生による動画上映≪鬼澤≫
6. 総評
今回のセミナーでも各々が色々なことを学ぶことが出来ました。
初参加者から今回で 4 回目の参加者と経験には差はありましたが、仕事や社会で何かしらの影響を与え
ることが出来るであろうと思います。
次回（37 回目）も弊社の若手従業員が参加出来ますことを水海道 RC の方々にお願いしたいです。
RYLA に参加させていただき、ありがとうございました。
出 席 報 告

荒井孝典委員長

会員総数

出席者数

欠席者数

出席免除

メーク

出席率

５５名

３７名

１８名

０名

２名

６７．２７％

ニコニコボックス 染谷秀雄委員長
入金計 ￥19,000
累計 ￥705,000
RYLA セミナー参加者の発表として石井化成品株式会社の廣田一憲さん、鬼澤咲穂さん、安藤綾香さん宜
しくお願いします。 海老原会員
本日製本作業ご協力宜しくお願いします。ライラようこそ。
松崎会員
ライラでは、当社員がお世話になりまた本日も宜しくお願い致します。 石井会員
本日はライラセミナー参加者の皆様がご報告に来ていただいています。宜しくお願いします。 熊谷会員
災害見舞のお礼につくばシティＲＣに行ってきました。 石塚（克）会員
クラブよりお見舞いを頂きながら体調を崩してしまいました。お礼にも出席できず申し訳ありませんでした。
五木田（利）会員
次女が結婚しました。 青木（英）会員
熊谷様、卓話宜しくお願い致します。
大澤会員
ライラ研修生の皆さん、本日よろしくお願いします。 染谷（秀）会員
例会欠席しました。 石塚（利）・山牟田 各会員

会報委員会

二本松恭行委員長

亀崎徳彦副委員長
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本橋美章委員
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現況報告書製本作業

ご協力ありがとうございました。
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