６月はロータリー親睦活動月間

ＲＩ２８２０地区

２０１５－２０１６年度 ＲＩ会長
Ｋ．Ｒ．ラビンドラン 氏
例会予定

６月 ８日 各委員会事業実績報告
６月１５日 休会 定款第６条第１節

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．３９（通算Ｎｏ．2480）
２０１６年 ６月 １日（水） 例会プログラム
点
鐘
君が代・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
会員卓話
前島 聡会員

２０１５－２０１６年度
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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例会報告 ＶＯＬ．５３ Ｎｏ３８（Ｎｏ．2479）
本例会での主な事項
◎会長挨拶

５月２５日（水）曇り （司会 石井康弘委員長）
◎次年度クラブ協議会

誕 生 祝
≪ご夫人≫草間会員
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
臨時理事会報告
１． 熊本地震義援金について・・・・５０万円クラブとして振り込む
２． 地区よりの義援金・・・・９５０万円弱（教育委員会へ直接）
３． クラブに入った義援金・・・・３１０万円（社会福祉協議会へ）
・・・・・・・・・・・・・承認される・・・・・・・・・・・・・
・６月２９日（水）さよなら例会（於：満月
会 長 挨 拶

１８時より）の出欠表を回します。ご記入宜しくお願いします。

海老原良夫会長 2016．5.25 「若者と政治」
先週はＲＩ5 月青少年奉仕月間に因み旧制水海道中学生たちが横町(現・水海
道栄町)の芝居小屋「劇場豊水座」で大演説会を開催し天下国家を論じあったこと
を紹介しましたが、そのような風土は、やがてひとりの政治家を誕生させることとな
りました。
旧制水海道中学第 1 回卒業生風見章は早稲田大学政治経済学科に進学、後
に近衛内閣書記官長(官房長官)を務め、戦後は日中国交回復を実現させた国際
的政治家となりました。

今週はその「劇場豊水座」を建てた市井のひとりの商人(あきんど)に光を当て、彼が自らの職業奉仕を通し

2

６月はロータリー親睦活動月間
て地域社会の発展に貢献したその生き方に思いを馳せてみましょう。
豊岡村六軒出身の足袋幸こと石塚幸之助が河岸の新町(現・本町)に店を張ったのは明治後期でした。幸
之助は和装から洋装へ移る時代の趨勢を読み主力商品を足袋から洋物に切替、横町大通りの新店舗に移
転、更に煎餅の製造を始め販路の拡大の為に芝居小屋「劇場豊水座」を建てました。幸之助出生の地豊岡
の豊と水海道の水を採って豊水座と名付けました。
幸之助は商売にも政治にも熱心なひとでした。「劇場豊水座」は芝居公演の他に政治演説会も開催し東都
から弁士を招き大演説会でまちの人々と旧制中学生は政治と経済を論じ合いました。幸之助は自らの商い
に熱心であり地域全体で新しい時代の流れに掉さす意気を持ち合わせていました。「豊水座」はそのような
意気に感じる人たちの集まるステージでもあったのです。
幸之助の伴侶となった女性は土浦の老舗料亭の箱入り娘で、豪華な嫁入り道具と共に女中さん付で嫁い
できたほどの方でした。その新婦が劇場の入り口では木戸銭をもぎり、芝居の幕間には売り娘となって「お煎
にキャラメル」と連呼して飯台を抱え桟敷の客席に煎餅を売り歩いたのでした。ご覧ください。これが明治期
「豊水座」の木戸銭入れの枡です。

≪明治期、芝居小屋「豊水座」の木戸銭入れに用いられた桝≫
横町は幕末から明治期、高瀬舟で栄華を極めた水海道の玄関口でした。北関東屈指の豪商と称された呉
服卸商鍵屋利兵衛をはじめ「店よし・客よし・世間よし」三方よしの精神を実践した商人が、往時県下屈指の
商都として大いに栄えた水海道の横町に店を連ねていました。自らの職業奉仕を通し、どんなに商業で成功
しても富を独占せずまちの発展を念頭に置いて行動した水海道商人。豊水座を建てた石塚幸之助もまた商
都水海道のグラウンドを耕し続けたひとの一人でした。
商い(あきない)は人とモノを介していつの時代でも形は異なれ綿々と行われてきました。
「まち」の歴史を見直し、埋もれた文化を掘り起こし、明日に繋がる郷土の遺産を継承していく中から、昨年
９月未曽有の大水害からの復興のまちづくりの姿も次第にその輪郭を現してくるのではないかと考えておりま
す。
さて、横町商人が身に付けて心の糧としていた「学問」については来週紹介しましょう。

≪幕末から明治期、水海道商人が江戸へ
漕ぎだした高瀬舟の百分の一の模型≫
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次年度クラブ協議会
会員増強・情報セミナー報告
斎藤広巳会長エレクト
５月２２日（日）ホテル・ザ・ウエストヒルズ・水戸に於いて会員増強・情報セミナーが
開催され北村次年度幹事と参加してまいりました。
９時３０分登録開始 １０時点鐘で開始いつもどおり ソング斉唱 役員紹介 ガバ
ナーエレクト・カウンセラー挨拶の後 ２０１６規定審議会報告が参加した山崎パス
トガバナーよりありました。
今回劇的な変化があり週に１回の例会が月２回以上となった、８０パーセントの賛
成で可決された、これはロータリーの歴史を変える変化である。
また、その週に祝祭日があった場合クラブの裁定で休んでよい、月一回はホームページ例会でよい、これも
８割の賛成で可決されました。
そのほか７月１日から入会金はなくなります、これについては激論がありましたが４票差で可決された。そのほ
かにも入会条件がなくなりクラブの自主性で良いとなり、若い人 奉仕のこころがある人など入会のハードル
が大変低くなったと説明がありました。
これをうけて白戸エレクトより地区としては、諮問委員会で審議の結果７月より入会金は無 例会については
今までどおり週１回としますと話がありました。
１０時４０分から 井澤クラブ奉仕総括委員長のセミナーの趣旨説明、完賀会員増強委員長の会員増強につ
いて、大久保情報委員長の会員満足度調査について
１１時１０分より 元気なクラブづくりと題して前橋ロータリークラブの取り組みの講演を聞いて昼食
１３時分科会開始クラブの規模別６グループに分かれディスカッション
１５時全体会場に戻り 分科会討論会結果報告
１５時２０分保延ガバナーノミニーによる総評
１５時３０分白戸エレクトの点鐘で閉会となりました。
次年度幹事あいさつ

北村英明次年度幹事
一年間クラブの運営がスムーズにいきます事、またクラブが少しでも発展できます
よう斎藤エレクトをフォローして皆さんとともに一生懸命頑張りたいと思います。
昨年の水害でクラブの殆どの行事が白紙となり、未だに多くのメンバーの皆さんが
復興の真っただ中、この場をお借りして改めて被害を受けた皆さんにお見舞い申
し上げます。とはいえ、クラブとしては復興もかねて新たなステップの第一歩の年
にならなければと思います。
斎藤エレクトも市にかけあって市とコラボによる大規模な復興事業も考えておられ
ます。４月に、新委員長の皆さんにお集まりいただきエレクトの考えも聞いて頂き、今日はそれを踏まえて委
員長の皆さんと一年間のビジョンを練りに練って頂き白熱した時間にして頂きたいと思います。
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

３６名

１９名

０名

３名

７０．９１％
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ニコニコボックス 染谷秀雄委員長
入金計 ￥37,000
累計 ￥1,718,000
誕生祝御礼≪ご夫人≫草間会員
５月２１日 春のお楽しみ会には親睦委員会の皆様をはじめ役員のお骨折りのお蔭様で無事に盛大に行うこ
とができました。有難うございました。
海老原会員
親睦委員会の皆様「春のお楽しみ会」お世話になりました。楽しかったです。 松崎会員
春のお楽しみ会楽しかったです。親睦委員の皆様ご苦労様でした。 斎藤会員
次年度の第１回クラブ協議会です。活発な意見交換を宜しくお願い致します。 北村（英）会員
お楽しみ会ご参加ありがとうございました。 石塚（克）会員
ＲＣ在籍４０年以上の表彰頂きました。 北村（仁）会員
いたずらの馬齢を重ねて参りましたが、はからずも表彰をいただき感謝して居ります。 山崎会員
本日は、クラブ協議会あっという間の１年！！あと１か月とわずかですがつたない司会にお付き合い下さい。
石井会員
外人４名大変お世話になりました。
大塚会員
親睦委員会の皆さん、土曜日はお世話になりました。カレーがとてもおいしかったです。 武藤会員
石塚克己委員長、お楽しみ会大変お世話になりました。 青木（英）会員
お楽しみ会御苦労様でした。楽しくお食事が出来ました。
熊谷会員
先日のお楽しみ会大変楽しかったです。お疲れ様でした。ありがとうございました。 五木田（裕）会員
先週ゴング出し忘れました。
染谷（秀）会員
早退させていただきます。
古矢・鈴木（茂）・細野
各会員
次回欠席します。
白井会員
例会欠席しました。 草間

会報委員会

二本松恭行委員長

亀崎徳彦副委員長

ひたち海浜公園ネモフィラ

本橋美章委員

写真提供：石塚克己会員
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ロータリーニュース
2016 年規定審議会が開催されました
2016 年 5 月 2 日更新

4 月 9～15 日、アメリカ・イリノイ州シカゴで、3 年に 1 度の規定審議会が開催され、181 の立法
案が審議されました（一部、撤回されたものもあります）。
国際ロータリーのウエブサイト、地区の会議などを通して、既に改正点をご存じの方も多いと思
いますが、規定審議会では、文言を修正した上で採択される立法案もありますので、修正点も加
えて、採否についてご報告します。
なお、修正点につきましては、当日の同時通訳による日本語を入れてあります。また、同じ条項
について 2 つ以上の立法案が採択された場合は、それらを 1 つの条項に組み込む作業が行われ
ます。 その上で、今回の規定審議会の結果は、2 か月以内に全ロータリークラブに送られますの
で、あらためてその資料で、結果を、確認、検討してください。

2016 年規定審議会の結果
●正規の立法案：制定案
●正規の立法案：決議案

■国際ロータリー定款

（3 分の 2 以上の賛成で採択）

■国際ロータリー細則 ■標準ロータリークラブ定款 ■決議案

（過半数で採択）

採択された立法案は、件名をクリックすると、内容を確認できます。
印刷用にはこちらのＰＤＦをダウンロードしてお使いください。→こちら（ＰＤＦ）
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