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    ２０１５－２０１６年度 ＲＩ会長 

   Ｋ．Ｒ．ラビンドラン 氏  

        

例会予定  ６月２９日 さよなら例会 於：満月 

        ７月 ６日                     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 

ＶＯＬ．５３ Ｎｏ．４１（通算Ｎｏ．2482）          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 

２０１６年 ６月２２日（水） 例会プログラム     路を利用して、江戸に通じる要地として繁栄し、川と 

点 鐘         の関わり合いの深い所です。 

ロータリーソング                          鯰は「如拙」の「瓢箪鯰」にあるよう、また幸を招く 

ビジター紹介        魚として、川魚の代表的な魚です。この「鯰」と「川」 

出席報告              が当地の特色をもっとも的確に表すだろうと云う 

ＳＡＡ報告        ことで、東京女子美術学校講師であった増渕淳子 

諸報告              先生が両川の清流に黄金の鯰を配して図案化 

幹事報告              したものです。 

会長挨拶 

各委員会事業実績報告 

会長・幹事一年間の報告 

                                      

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/ 

mailto:mitsu-rc@lapis.plala.or.jp
http://www.mitsukaido-rc.jp/
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例会報告  ＶＯＬ．５３ Ｎｏ４０（Ｎｏ．2481）  ６月８日（水）晴れ （司会 瀬戸隆海副委員長） 

 本例会での主な事項 

 ◎会長挨拶 ◎各委員会事業実績報告 

                      

 

ビ ジ タ ー 

米山奨学生 アミン・タンジラさん 

 こんにちは。 

今日で２回目の例会ですが、ラマダンなのでお昼が食

べられません。今日で３日目、あと２７日残っています。

太陽が昇ってから沈むまでは、食事・飲み物もダメです

が、ラマダンの時は楽しいです。 

先日米山の研修旅行に行ってきました。とても楽しかっ

たです。 

 

 

 

誕 生 祝 

 

≪会 員≫青木英男会員              

≪ご夫人≫山牟田会員 

 

諸 報 告 

親睦活動委員会  石塚克己委員長 

６月１６日（木） 親睦ゴルフ大会があります。前日は例会が休みですが、忘れないようお願い致します。 

 

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２７日（月） 午後７時より 金太楼鮨 

本日１０時、石下庁舎において支援金の贈呈式が無事終了しました。地区３役、学校関係では校長並びに児

童・生徒、当クラブより６名が参加しました。 
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オーストラリアツウンバロータリークラブより、水害のお見舞いに、オーストラリアドルで２,０００ドル（約１６万円く

らい）送りたいと申し出がありました。 

 

会 長 挨 拶  海老原良夫会長  ６月８日 「ノブレス・オブリージュ」の源流を訪ねて  

英国のイートン校は 1440年に創立された男子全寮制パブリックスクールで、

創立以来 500年余の歴史を誇り各界に多くの著名人を輩出し、特に過去19人

の首相を出している英国一の名門校です。 

そのイートン校には「ノブレス・オブリージュ」の教えがあります。 

「ノブレス・オブリージュ」とは「高貴なる者に伴う義務」とか「高貴なる者こそ社

会の模範となるように振る舞うべきだ」とも和訳されているようです。 

私は1998年春に「ノブレス・オブリージュ」の源流を訪ねて、当時小学生の息

子を連れて英国ロンドンに小旅行をしました。昼間は暖かな陽光を浴び春風に吹かれながらロンドンの名所

旧跡を訪ね歩き、夜は老舗ホテルに逗留した、男同士の気儘な二人旅でした。 

宿はロンドンで最も歴史あるホテルの一つ、アルべマール通りのメイフェアの中心に位置しボンドストリート

へも僅かな距離の、1837年開業のブラウンズ・ホテル(5つ星)でした。 

旅の目的は二つ有りました。ひとつは小学生の息子に「紳士の国の風」に当たらせ、英国の格式高い老舗
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ホテルに泊まらせること、それと私の『紙芝居・水海道高瀬舟物語』最終第6幕「英国紳士と水海道旦那衆」を

脱稿することでした。 

国内で推敲を重ねた原稿でしたが、最終稿は「ノブレス・オブリージュ」の源流、英国ロンドンに渡って書き

あげようと目論んで、日本から下書きの原稿を持ち込みました。 

昼間は大英博物館、バッキンガム宮殿、トラファルガー広場、ロンドン塔、ビッグベンなど名所旧跡を、ロン

ドン名物の 2 階建てバスと地下鉄を乗り継いで見物して歩き、夜は息子が寝入った後、夜毎ブラウンズホテ

ルの古めかしい伝統ある英国調度の机で紙芝居最終稿に朱を入れました。 

「ノブレス・オブリージュ」の源流を訪ねた息子との二人旅は 1 週間の短い旅でしたが、その楽しい旅の思

い出のアルバムも、ロンドン土産の品々も昨年 9 月の水害で全て失くしました。形のあるものは、なくなるもの

だ、と思い知らされました。 

さて、今般 RI2820 地区は国の内外から寄せられた義捐金から 4000 万円強の多額の金額を被災した地

域の公的機関に復興資金として寄付いたしました。 

この行為こそロータリー精神の発露「ノブレス・オブリ―ジュ」と言えるでしょう。 

私は、今年度水海道クラブの会員で居残れたことを誇りに思います。そして(会員がみんな輪番でやる)会長職の

順番が今年度偶々私に回ってきたことの運命と不思議を感じています。 

 

 『紙芝居・水海道高瀬舟物語』 

脚本 海老原良夫 

画   海老原和子 

 

第 6幕「英国紳士と水海道旦那衆」 

 

かつて、七つの海を制覇した大英帝国。 

英国の名門校イートン校に「ノブレス・オブリージュ」 

という紳士の教えがある。 

洋の東西を問わず、時を超えて、そこに「心意気」 

という共通の言葉を探すならば・・・・・・・。 

幕末から明治期、高瀬舟を漕ぎ出し江戸から様々な物資や 

多くの文人墨客を招き、自由で文化の薫り高い常陸下総一の 

商都水海道を築いた商人(あきんど)たち。 

彼らに蓄えられた物心両面に亘る開明的な素地は、 

明治に入って、いち早く近代的な思想文化に結実し、 

これらは当時の学校教育、自由民権運動、出版活動、 

キリスト教と社会事業など幅広いジャンルでユニークな 

「常総文化」の花を咲かせた。 

嗚呼、大いなる哉、水海道商人の心意気。 

水海道ジェントルメンのノブレス・オブリージュ。 
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２０１５－２０１６年度 事業実績報告    

会員組織委員会  斎藤広巳委員長 

会員組織委員会は、会員増強・広報・職業分類・会員選考・Ｒ情報の５委員会で

構成されています。 

当委員会は委員会相互の連携により楽しく魅力のあるクラブ運営を目指してス

タートしましたが、昨年９月の関東・東北豪雨水害により活動が停止状態となり

何もできない年度となってしまいました、申しわけなく思っております。 

しかし各委員会に於いては、しっかりとした活動をしていただきました。 

それぞれの委員会皆様に、心より感謝申し上げ、報告とさせていただきます。 

会員増強委員会  小島富雄委員長 

今年度海老原会長の方針通り、会員数５７名、前年比純増２名を掲げ活動しま

したが、結果と致しましては新会員１名、退会１名、会員数５５名。純増０となり目

標達成出来ず大変申し訳なく思っております。引き続き会員増強に協力をして

いきます。 

 

 

 

 

広報委員会  島田 勝委員長 

当委員会はロータリーに関する歴史・目的等の情報を一般の人々に伝え、クラブ

の奉仕活動を広報する役割があります。 

そこで、今年度は奉仕活動を中心に広報活動を進めていく計画でしたが、昨年の

関東・東北豪雨による水害で当市も甚大な被害をうけ、クラブ会員の多くが被災し

ました。その対応のためにクラブ内に復興プロジェクトチームが設けられ、年度初

めの各委員会の事業計画に対する予算も白紙撤回になり、各委員会の活動も大

きく変更せざるを得なくなりました。当委員会としても残念ながら何も出来ませんで

した。 

しかし、今回の水害で被害をうけた私立図書館の流出蔵書３万冊の図書購入資金として、２８２０地区と当クラ

ブから２,０００万円が寄贈され、その贈呈式の様子をプロジェクトチームの協力で数社の新聞に掲載していた

だきました。それが広報として水海道ロータリークラブの存在を充分に示すことが出来たのではないかと思っ

ています。 

また、ロータリーでは会員一人一人が広報委員であると言われており、年度初め皆さんに広報に対いる協力

のお願いをしました。年度の終わりに当たり、お礼を申し上げ報告と致します。 

 

職業分類委員会   大串 卓委員長 

本年度は、一名の新会員が入会致しました。 

今後も、会員増強・会員選考両委員会と連携を密にし、未充填の部門を埋めた

いと思います。 
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会員選考委員会   青木清人委員長 

今年度１名の推薦があり、会員選考の基準に沿って検討した結果、何の問題も

なく的確であることを理事会に報告し、承認されました。 

 

 

 

 

 

 

Ｒ情報委員会   松坂興一委員長 

本年度は、九月に鬼怒川決壊の大水害があり、会長を始めとして２０数名の会員

が被害を被り、その内でも当委員会でも例年開催している、インフォーマルミーテ

ィングの会場となる会員宅が大被害を被り使用不能のため開催が出来ず、入会三

年未満の会員を中心としての研修会は開くことが出来ませんでした。 

然しながら、委員会として全く何も行わないわけにはいかないと、前年度会長によ

るロータリーの効用について、入会以来会長就任に至る、時々の過程を話してい

ただき、ロータリーの何たるかを知って頂きました。通例のインフォーマルミーティング以上の効果のある情報

活動であったと思います。 

 

社会奉仕委員会   五木田利明委員長 

本年度は残念ながら、地域社会への啓発事業を主とし、地域の活性化等を勧めロ

ータリーの存在意義の啓蒙を行うべく活動予定でしたが、水害のためにほとんど

できませんでした。そんな中、水海道グランドゴルフは行われ、地域への協力・支

援が出来ました。ただ、今後この援助活動の見直しをしてもよいのではと感じまし

た。また、充分な活動が出来なかったことをお詫び申し上げます。 

 

 

国際奉仕委員会  五木田裕一委員長 

近年様々な分野で国際化が進んでいるのはご存知の事と思います。特に若い

世代は、世界で活躍する人たちが多くなっております。また海外から日本へ訪れ

る人々も年々増加しております。さらに 2020年に東京オリンピックが予定されるな

ど、国際化の流れは今後も加速すると思います。 

このような状況の中、当年度もオーストラリア・ツウンバとの交換留学生事業を行

いました。8月8日から16日までの9日間、2名の男子学生をツゥンバに派遣し、

後日例会にて現地で貴重な体験をした旨の報告がありました。 

当初予定では今年 1月中旬、例年どおりツウンバから学生を受け入れる予定でしたが、去る 9月 10日に

発生した関東･東北豪雨により常総市は大水害に見舞われ、やむを得ず中止となりました。 

この他の事業としては昨年 9月 4日、東京・新高輪プリンスホテルにて開催されました「第 13回日韓親善

会議」へ参加しました。また 2820地区の世界社会奉仕事業である「この指とまれ」事業のうち大子クラブ提唱

事業および友部クラブ提唱事業へ協賛し、支援を行いました。 

当年度は水害という未曾有の大災害に見舞われたこともあり一部事業の中止を余儀なくされましたが、会員

の皆様のご理解・ご協力に感謝を申し上げ、事業報告といたします。 
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クラブ管理運営委員長   白井 豊委員長 

私は今年度はクラブ管理委員長と合わせて副会長に指名頂き、クラブの活性化に

もチャレンジすべくスタートしましたが、9 月 10 日の関東東北豪雨により計画が頓

挫してしまいました。 会員の約半数が被災者になり、中々思う様な活動は出来ま

せんでしたが、7つの委員会の各委員長さんの方々が夫々の素晴らしい活躍によ

りこの厳しさを乗り切って貰いました。今年度は特に皆様方に感謝を持って終了の

運びとなりました。本当に有り難うございました。 

 

出席委員会   荒井孝典委員長 

食事の手配に関しては、今年度は水害の影響等もあり、発注先の確保に苦労し

た。また、食事の内容については、留学生の宗教上の関係から配慮して発注す

るようにした。発注先によって食事の質や量に差が出ることがあり、発注先をどう

するかや、予算が妥当なのかについては今後検討が必要である。カレーの際

は冷めてしまうので、今後はプログラム委員会と事前に打ち合わせの上で早飯

のときにする等の工夫が必要である。 

出欠の管理に関しては、連絡が遅くなる会員もいたが、可能な限りメールや留

守電なども利用してご連絡いただきご協力に感謝する。 

 

親睦活動委員会   石塚克己委員長 

1-誕生祝  会員（季節の旬のフルーツ） 奥様（誕生日にお花を配送） 

2-会員親睦忘年会（ドリップコーヒー提供） 

3-新年会のお手伝い 

4-春のお楽しみ会 水害により中止となった納涼会企画の再現 47名参加 

5-家族親睦ゴルフ実施 18名の参加 

昨年の水害により、一旦、予算白紙化になりました。しかしその後、会長幹事及

びクラブからの取り計らいで必要最小限の親睦活動が実施でき、予算の半分以

下で収まったことと思います。委員会一同、御礼申し上げます。 

 

ＳＡＡ委員会   染谷秀雄委員長 

ＳＡＡ委員会は、ロータリー活動の原点である例会の運営を「秩序正しく厳正に」と

いうことを常に心がけ、プログラム委員会と協力しながら適正な例会場運営など一

年間運営してきました。 

また、ニコニコボックスにつきましては本年も会員の皆さまから多大なご協力をい

ただき感謝しております。しかし、昨年９月１０日に常総市を襲いました関東大豪

雨による水害で、会員の半数の方々が被災された影響もあり、９月、１０月は例会

を欠席される会員も多く、ニコニコボックスの入金額も例年と比べると少なく、本年

度の目標額達成が大変厳しい状況となりましたが、被災された会員の方々も、例会に出席すると進んでニコ

ニコボックスにご協力いただきました。ＳＡＡ委員会としましても、大変ありがたく感謝申し上げます。 

以上、会員の皆様方のご協力に御礼申し上げますと共に、一部不行き届きな例会設営もありご迷惑をおかけ

したことをお詫び申し上げ、実績報告とさせていただきます。 
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会報委員会   二本松恭行委員長 

会報委員会は、委員長：二本松恭行、副委員長：亀崎徳彦、委員：本橋美章の

３名です。 

当委員会は週報の発刊により、例会の記録保存と活動状況などを報告しまし

た。 

１． 毎週例会の記録を性格に保存し、会員及び他のクラブへの情報交換に務

めました。 

２． 各委員会と連絡をとり、活動状況の報告・次週の例会プログラムを予告し、

出席率を高めたいと思います。 

３． 紙面に工夫を図り、興味を注げるように配慮してきました。 

 

ＩＴ委員会   鈴木勝久委員長 

ＩＴ委員会は、石塚克己前年度委員長の協力のもと、クラブホームページの更新を

し、当クラブ情報を発信しました。 

また、ＲＩのホームページ「マイロータリー」の啓蒙が出来なかったので、次年度に

引き継ぎたいと思います。 

 

 

 

 

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 ３７名 １８名 ０名 ６名 ７８．１８％ 

 

ニコニコボックス  染谷秀雄委員長               入金計 ￥39,000    累計 ￥1,809,000  

誕生祝御礼≪会員≫青木（英）会員   ≪ご夫人≫山牟田会員 

本日午前１０時、石下庁舎において倉沢ガバナーを迎えて、常総市被災小中学校への支援金贈呈式を行い、

地区に寄せられた義援金からおよそ９５０万円を贈りました。  海老原会員 

先週新旧委員長会議御苦労様でした。本日、常総市被災小中学校への支援金の贈呈式地区３役を迎え、

会員皆さまと無事終了しました。   松崎会員 

石下庁舎での義援金贈呈式参加の皆様御苦労様でした。参加出来ずすみませんでした。  斎藤会員 

石下庁舎にての義援金の授与式立ち合いました。ご参列の皆様御苦労様でした。  北村 （英）会員 

米山奨学生のアミン・タンジラさん事ユキちゃん、ようこそいらっしゃいました。  武藤会員 

６月に入っていよいよ例会も残す所わずかとなりました。今年度は大水害もあり、多難な年度でしたが、海老

原会長のリーダーシップにより立派な成果を残されました。誠に御苦労様でした。  松坂会員 

本日、石井委員長に代わり司会をさせていただきます。   瀬戸会員 

本日、委員会事業報告よろしくお願いします。   鈴木（勝）会員 

例会も今日を含め後２回、ニコニコＢＯＸへのご協力お願いします。  染谷（秀）会員 

ＳＡＡが目出度く３人揃いました。   大澤会員 

国旗間違えました。  北村（英）会員 

その他  石塚（克）会員 

例会欠席しました。  青木（英）・染谷（昭）  各会員 

 

会報委員会  二本松恭行委員長  亀崎徳彦副委員長  本橋美章委員 


