５月は青少年奉仕月間

ＲＩ２８２０地区

２０１５－２０１６年度 ＲＩ会長
Ｋ．Ｒ．ラビンドラン 氏
例会予定

５月２５日 次年度クラブ協議会
６月 １日 会員卓話

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．３７（通算Ｎｏ．2478）
２０１６年 ５月１８日（水） 例会プログラム
点
鐘
ロータリーソング
ビジター紹介
出席報告
ＳＡＡ報告
諸報告
幹事報告
会長挨拶
外部卓話 水海道第一高等学校
校長 武井一郎様
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会
長 海 老 原 良 夫
幹
事 松 崎 隆 詞
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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５月は青少年奉仕月間
例会報告 ＶＯＬ．５３ Ｎｏ３６（Ｎｏ．2477）
本例会での主な事項
◎会長挨拶

５月１１日（水）曇り （司会 石井康弘委員長）
◎外部卓話

常総警察署長 蔀 靖夫様

ビ ジ タ ー
米山奨学生 アミン・タンジラさん （バングラデシュ）
常総警察署長 蔀 靖夫様 小西様
誕

生

祝

≪会員≫石塚利明会員 登坂 寛会員 青木清人会員 熊谷 昇会員
≪ご夫人≫大串会員
地区大会表彰

海老原良夫会員・・・地区功労賞
長塚 暁会員・・在籍４０年以上
山崎善市会員・・長寿会員
隅屋祐三会員・・長寿会員、在籍４０年以上
鈴木邦彦会員・・長寿会員、在籍４０年以上、４０年１００％出席
諸 報 告
親睦活動委員会 石塚克己委員長
５月２１日（土） 春のお楽しみ会に４７名の参加を頂きました。
国際奉仕委員会 五木田裕一委員長
この指とまれのお礼状が届いております。回覧致します。
友部ＲＣ マングローブ植栽メンテナンス資金
大子ＲＣ 浄水器等支援事業
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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
牛久ＲＣ ６月６日（月） 午後７時より 牛久シャトー内キャノン
竜ヶ崎ＲＣ ５月３１日（火） 休会
６月７日（火） 午後６時より 松泉閣
地区研修・協議会報告
幹事部門 北村英明次年度幹事
講師に永井ＰＧ、片岡ＰＧがメインで勉強しました。
幹事の主な任務は、
１．会長を協力・補佐すること。
２．各委員長と連絡を取り合い協力すること、してもらうこと。
（特に五大奉仕委員会のバックアップ）
３．クラブ管理・運営において、リーダーシップをとること。
４．例会・クラブ協議会の企画・運営の補佐
５．ガバナー事務所や、他のクラブとのコミュニケーションをとること。
特に、印象に残った言葉は、永井ＰＧの私論として、「自分の職業に品格を持て！相手の職業を尊重せ
よ！」というものでした。
また、ロータリー活動で最も重要なことは、「例会に参加すること」を再確認しました。
ロータリー財団部門

松村仁寿次年度ロータリー財団委員長
皆様からの温かいご寄付に支えられ、ロータリーはこれまで世界中の人びとの生
活を向上させる活動を行ってきました。ロータリー財団へのご寄付はこれからも平
和の推進、教育の支援、疾病の予防と治療、地元経済の成長、水と衛生施設の提
供といった活動に役立てられます。
ロータリーの現在の活動を支援する年次基金はシェアシステムと呼ばれる仕組み
を通じて、３年後にクラブの奉仕活動や人道的プロジェクトなどの活動を支える補
助金に生まれ変わります。
では、寄付金を集める時期については各クラブ様々ですが、できましたら上半期（７月～１２月）であれば、確
定申告までに日本財団（公益財団法人ロータリー日本財団）より領収書も届き、税制上の優遇処置が受けら
れます。
２０１６－２０１７ 白戸仲久ガバナー年度
年次寄付（会員一人当たり） １３０ドル
ポリオ寄付（会員一人当たり） ２０ドル
合計１５０ドル
高級基金（ベネファクター） クラブ１名 １０００ドル
皆様のご協力をお願い致します。
米山奨学生紹介
アミン・タンジラさん（バングラデシュ）
カウンセラー 武藤康之会員
筑波大学の４年生で生物学の勉強をしています。
頑張りたいと思います。
一年間宜しくお願いします。
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海老原良夫会長 5 月 11 日 「常総警察署の始まり」
・・・『散切リ頭ヲ叩イテ見レバ文明開化ノ音ガスル』と風刺された時代の話。国内の
動きとしては西郷隆盛が西南戦争を始めたこの明治 10 年（1877）4 月、水海道駅
五本榎（現在の常陽銀行・私達水海道ＲＣ例会場）に洋風三階建ての下妻警察署
水海道分署が建てられ、下妻から派遣された二等巡査鵜殿盛一が水海道署初の
警察官として詰めていた。人々は文明開化の象徴としての三階建ての警察署に
驚愕の目を見張り、近郷近在から見物に来る者が、引きも切らなかったという・・・。
明治10 年五本榎に建てられた警察庁舎は、やがて大正7 年停車場通りに移転、
さらに昭和 37 年橋本町に移転、そして平成 4 年高野町に新庁舎が完成し現在に至っている。
明治、大正、昭和、平成と時代の変遷と共に警察庁舎は、移転を繰り返し地域の発展と共に歩み歴史を刻
んで生きてきた。
会 長 挨 拶

≪明治時代≫
≪大正時代≫
ＲＩは「5 月青少年月間」を迎えた。5 月といえば私はハイネの詩を思い起こす。
『 いと麗しき五月 なべての莟 花と開く いと麗しき五月の頃 恋は開きぬ我が心に
諸鳥のさえずり歌う いとも麗しき五月の頃 我打ち明けぬかの人に 我が憧れを 慕う想いを 』

昔、二等巡査鵜殿盛一が水海道初の警察官として詰めたあの日から 140 年の春秋を数えた平成 28 年のい
と麗しき 5 月の頃。鵜殿巡査はすでに泉下の人となってしまったが、諏訪神社の大欅は今も瑞々しい緑を湛
え、今もこの地に立っている。文明開化の頃、向かいに建った警察庁舎に詰めた鵜殿巡査が過した青春の
日々を見守り続けた生き証人として。
外 部 卓 話

常総警察署長 蔀 靖夫様
常総警察署の蔀です。３月の異動で着任致しました。宜しくお願い致します。
蔀につきましては、蔀戸に由来すると聞いております。先日、坂野家住宅を見学
に行きましたら、蔀戸がありパンフレットにも写真入りで載っていましたので、機会
がありましたら確認していただけたらと思います。
皆様には、平素から警察活動の各般にわたり、ご支援とご協力を賜り、この場をお
借りして厚く御礼を申し上げます。
本日は、県内の治安情勢につきまして、平成２７年中の統計資料を基に
刑法犯の概況
① 刑法犯認知件数
② 自動車盗
③ ニセ電話詐欺
④ 防犯意識の高まり（自主防犯組織の増加）
少年非行の概要
① 刑法犯少年と再犯者率
② 刑法犯少年認知件数
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③ 少年補導状況
④ 少年非行の背景
⑤ 少年非行問題などへの取り組み
⑥ 少年サポートセンターの紹介
交通死亡事故の状況
① 死亡事故の発生件数
② 死亡事故の特徴
③ 歩行者保護対策
等について説明させていただきますので、宜しくお願いします。
只今、治安情勢について説明しましたが、刑法犯認知件数は、平成１５年以降１３年連続で減少し、数値の
上では一定の改善がみられたところですが、本年は、自動車盗と交通死亡事故の発生が全国ワースト１位、
ニセ電話詐欺の発生も後を絶たず、県民が身近に不安を感じる侵入窃盗も多発し、県政世論調査では、県
民の約７割以上の方が、「事件・事故に遭う不安を感じてる」と回答しているなど、治安情勢は極めて厳しい状
況にあります。
安全な社会の実現には、警察だけではなく、自治体や事業者、各種団体や防犯ボランティアの方々が緊密
に連携を図りながら、社会全体で取り組むことが重要であります。
警察としましては、今後とも関係機関・団体の皆様との連携を一層強め、安全・安心を実感できる「いばらき」
の確立に向け、組織一丸となって努力して参ります。
皆様には、「自分たちのまちは自分たちで守る」との自主防犯意識の高揚に向け一層のご尽力を賜りますよう
お願い申し上げます。
結びに、皆様方のますますのご発展とご活躍を祈念して、治安情勢の説明を終わります。

5

５月は青少年奉仕月間

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

３９名

１６名

０名

８名

８５．４５％

ニコニコボックス 染谷秀雄委員長
入金計 ￥51,000
累計 ￥1,654,000
誕生祝御礼≪会員≫青木（清）・熊谷・石塚（利）・登坂 各会員 ≪ご夫人≫大串会員
常総警察署 蔀署長殿・小西殿、ようこそ水海道ロータリークラブへ。本日は卓話よろしくお願い申し上げま
す。 海老原会員
蔀署長、本日宜しくお願いします。昨日弊社で車両盗難（ベゼル２台）発生しました。皆様ご注意下さい。
松崎会員
蔀署長様、本日卓話宜しくお願い致します。また、米山奨学生のアミン・タンジラさん、一年間宜しくお願い致
します。
石井会員
米山奨学生、アミン・タンジラさんをお連れしました。よろしくお願いします。 武藤会員
昨日、南西オーストラリアでの空手指導から戻りました。またＲＣ活動も各地で行動的でした。 秋田会員
例会皆出席４０年以上で表彰されました。 鈴木（邦）会員
梅雨前のひととき、良い季節となりました。皆さん、この時季お楽しみの程を！ 松坂会員
暑くなりました。 染谷（秀）会員
早退します。 五木田（裕）会員
その他 石塚（利）会員
例会欠席しました。 山野井・古矢・島田・北村（英） 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

