ＲＩ２８２０地区

２０１５－２０１６年度 ＲＩ会長
Ｋ．Ｒ．ラビンドラン 氏
例会予定

７月２２日 会員卓話 北村 仁会員
７月２９日 会員卓話 瀬戸隆海会員

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． ３（通算Ｎｏ．2444）
２０１５年 ７月１５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
2015-16 年度 事業計画発表

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 Ｎｏ． ２（Ｎｏ．2443） ７月８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
◎２０１５－２０１６年度 事業計画発表

ビ ジ タ ー
米山奨学生 レンゴゲニさん
毎日研究で忙しいです。また就活もしているので大変ですが、頑張ります。

誕

生

祝

≪会 員≫ 北村 仁会員
諸 報 告
親睦活動委員会 石塚克己委員長
納涼会のお知らせ
９月１２日（土）
17：30～ 帝国ホテルレストランビュッフェ
詳細につきましては、後日お知らせ致します。
幹 事 報 告 北村英明副幹事
週報受理クラブ
水戸ＲＣ、水戸西ＲＣ
例会変更通知 なし
理事・役員会報告
１． ８月の例会予定
８月１２日（水） 休会
２． 組織表補充について
米山奨学会・・・・武藤康之会員
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３． ツウンバはけんについて
７月２４日（金）・・・オリエンテーション
８月８日（土）～８月１６日（日）・・・派遣期間
大澤会員ご子息２名
４． その他・・・・米山奨学生レンゴゲニさんに毎月簡単なスピーチをしてもらう
・・・・・・・・・・・・・・・承認されました・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
海老原良夫会長 2015．7．8 「米山奨学生とクール・ジャパン」
米山奨学生のレンゴゲニさん、こんにちは。ようこそ水海道ロータリークラブ
へ、会員一同歓迎申し上げます。今、日本の漫画やアニメなどが、アジアの
国々で「クール・ジャパン」として人気を博しているようですが、はたしてレンゴゲ
ニさんは、どんなモノに，或はどんな瞬間に「クール・ジャパン」を感じるのでしょ
うか。
さて、日本には俳句という独特の文化がありますが、あなたのカウンセラーで
ある熊谷会員はクラブ内では俳句の名人として有名です。今度、熊谷会員から
手解きを受けて俳句作りに挑戦してみてはいかがですか。もしや「クール・ジャ
パン」に出会えるかも。
ところで、レンゴゲニさんの母国インドネシアでは雪は降りますか。今日は、あなたに雪を詠んだ俳句を一
句、そして、私が感じる「クール・ジャパン」をひとつ紹介します。
此の句の作者は、1901 年清国廈門（アモイ）生まれ、生後 3 歳で伊予松山に帰国。後に彼は 30 歳でこの
句を詠みました。当時、彼は東京大学の学生でしたが父親が急逝、その他の辛労も重なり神経衰弱に陥り、
東大を休学中でした。そんな彼に業を煮やした親類に、「お前は腐った男」と面罵され、その浴びせられた<
腐った男：KUSATTA・OTOKO>を、彼は自らの俳号に<草田男>として充てました。彼の名は中村草田男。
1983 年 82 歳で死去。
その中村草田男が詠んだ、彼の代名詞ともいえる句を紹介します。
『 降る雪や明治は遠くなりにけり 』 中村草田男 1931 年 作
中村草田男のこの句に、私は澄み切った、白一色だけの色彩世界の拡がりを感じます。そして、現実には
聞こえる筈のない音、すなわち雪の降る音さえも聞こえるようです。
草田男が、この五七五の十七文字に見事に閉じ込めた、この小宇宙こそ、まさに私の感じる「クール・ジャ
パン」なのです。
レンゴゲニさんは現在、筑波大学で「ジャカルタにおける廃棄物処理の新しい方法」を学んでいるそうです
ね。筑波大学での学術研究をとおした指導教官や学生との出会いの場面で、さらに様々な日本の習慣や文
化に触れあう日常の生活の場面で、あなたが「クール・ジャパン」を感じる、ヒト、モノ、に出会える感動の瞬間
が、より多くあなたに訪れますよう、私は、そう願っています。
水海道ロータリークラブは、米山奨学生としてのあなたを、クラブを挙げて支援します。
会 長 挨 拶

２０１５－２０１６年度 事業計画発表
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。委員会相互が連携し共に協力して、楽しく魅力あるクラブ運
営を進めていくように努力します。
１． 会員増強と退会防止
２． 公共イメージと認知度の向上
３． 委員会相互のコミュニケーションへの協力
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会員増強委員会

小島富雄委員長
今年度の「前年度比２名純増」そして「会員５８名目標、退会者防止」を掲げ、会
長方針通りの活動を致します。

広報委員会

島田 勝委員長
当委員会はクラブ奉仕部門の一つの委員会であり、その役割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ための計
画を立案、実行することです。効果的な広報を行うことによって地域社会や世界のニ
ーズに取り組むロータリーの活動を多くの人々に知ってもらうことが出来、そのことに
よりロータリークラブに対して人々が抱くイメージが好ましいものになれは、積極的に
活動しようという会員のモチベーションが高まるとともに、入会希望者も増えることに
なり増強活動にもよい結果になると思います。そこで、これらを念頭におき会長そして関係委員会と連絡を密
にし、活動をしていきたいと思います。ロータリーは、会員一人一人が広報委員でもあります。
職業分類委員会

大串 卓委員長
当委員会は、職業の多様化に伴い現状に即した分類表の作成を行い、会員増強、
会員選考両委員会と連携を密にして、会員の増強と共に未充填項目の減少に努
めたいと思います。

会員選考委員会

青木清人委員長
当委員会は、会員増強委員会、職業分類委員会と連携を密にして、新会員の社
会的評判、職業上会員として的確であるかどうかをよく検討し、決定内容を理事会
に報告致します。
検討内容として、
１． 例会に出席できるかどうか。
２． 社会的評判はどうか。
３． 入会後「奉仕の精神」を理解し活動参加できるか。
４． 会員として財政的義務を果たすことができるか。
以上の項目をふまえ会員選考に努めます。
ロータリー情報委員会

松坂興一委員長
当委員会の責務は、ロータリーに関する情報を須らく会員に提供、伝達することに
あります
特に入会間もない会員に対しては、ロータリーの歴史、目的等正しい知識を習得
していただく必要があり、その為の研修等をおこないたいと考えます。
ロータリーに対する正しい認識を会員各位が持つことにより、新入会員の増加に
繋がるよう活動して参りたいと思います。
インフォーマルミーティングにつきましては、例年５年未満の会員を対象としてま
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いりましたが、それ以上在籍年数の会員におかれましてもロータリーを再認識していただく良い機会ととらえ、
ご参加いただけたらと思っております。年一回とは言わず、適時開催したいと思っております。
雑誌委員会

染谷正美委員長
１． ロータリーの機関紙「ロータリーの友」は会員の情報誌でもあり、興味を持っ
ていただけるよう記事の紹介を行う。また、ロータリーの友へ情報提供など
投稿を勧めていきたい。
２． ロータリー活動広報の一環としてロータリーの友を公共施設等への配布を
行う。

ロータリー財団

石塚利明委員長
１． ロータリー財団の標語：世界でよいことをしよう
２． ロータリー財団の使命：ロータリアンが人々の健康状態を改善し、教育への支
援を高め、貧困を救済することを通じて、世界理解・親善・平和を達成できるよ
うにすること。
以上のことから、年次基金寄付を１３０ドル以上、ポリオ基金寄付を２０ドル以上、
合計１５０ドル以上の寄付を目標とする。またベネファクター（恒久基金寄付）１００
０ドル寄付者を１名以上を目標とする。

国際奉仕委員会

五木田裕一委員長
近年、様々な分野でボーダーレス化が進み、あらゆる場面で国際化が叫ばれ
ております。従来は中学校から開始された外国語教育も、平成 23 年度以降小学
校第5学年、第6学年から「外国語活動」として必修化されております。また高等教
育においても世界に通用する学生や最先端の研究を行う大学の育成を目指すな
どの施策が行われております。この流れは今後も進むと思われます。この中で比
較的早い段階から世界に接することは、将来海外で活動する際に重要な素地とな
ると思われます。したがいまして、当委員会では例年どおりオーストラリア・ツウン
バとの交換留学生事業を中心に活動する予定です。
具体的な活動内容としては、
１．例年どおり 8 月中旬の約 1 週間、ツウンバクラブへ短期留学生の派遣
２．来年 1 月中旬の約 1 週間、ツウンバクラブからの短期留学生の受入
３．2820 地区国際奉仕委員会で行われる海外奉仕プロジェクトへの参加・協力
上記に加え本年は
４．海老原会長が提唱する地域奉仕プロジェクトへの協力
以上を考えております。
1 年間よろしくお願い申し上げます。
出席委員会

荒井孝典委員長
当委員会は、会員の義務である例会の出席を奨励し、出席率の向上により、会員
間の友情・親睦を一層深め、奉仕の理念を実践していけるように以下のような活動
を計画します。
１．出欠の管理を行い、無断欠席の排除に努めるとともに、お弁当の余りを削減す
るように努力いたします。
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２．あらゆるロータリークラブの例会・会合への出席と、他クラブ例会・会合への出席を奨励し、各会員の出席
率の向上を図ります。
３．長期欠席者へのアプローチと、出席へのフォローを行います。
親睦活動委員会

ＳＡＡ委員会

石塚克己委員長
１ 従来の委員会行事である誕生月でのお祝い品の提供、納涼会、忘年会、観劇
会、親睦ゴルフなど、皆様に喜ばれる企画をしていきたいと思う。
２ 前年度の県外クラブメイキャップなど他の委員会とタイアップできる行事があれ
ば積極的に企画に関わっていきたいと思う。

染谷秀雄委員長
１． ロータリーの基本活動であります例会を和やかに進行出来るよう配慮していき
ます。
２． ニコニコＢＯＸの目標の達成を目指します。
３． 例会場設営に不備がないよう配慮します。

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

３８名

１７名

０名

０名

６９．０９％

ニコニコボックス 染谷秀雄委員長
入金計 ￥18,000
累計 ￥189,000
誕生祝御礼≪会員≫北村（仁）会員
本日は各委員長さんから事業計画の発表をお願い致します。どうぞよろしくお願い申し上げます。
海老原会員
雑誌委員会よろしくお願い致します。 染谷（正）会員
サッカーなでしこよくやった！明日佐々木監督との対話あり。 鈴木（茂）会員
今日は米山奨学生のゲニさんが来ております。仲良く触れ合ってください。 熊谷会員
海老原・松崎年度の門出を祝して。
鈴木（邦）会員
教え子が大学全国空手道選手権大会で初優勝できました。 秋田会員
ニコニコＢＯＸでお待ちしております。 大澤会員
ＳＡＡの前を素通りしないでください。 染谷（秀）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

