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    ２０１５－２０１６年度 ＲＩ会長 

   Ｋ．Ｒ．ラビンドラン 氏  

        

例会予定  ７月２９日 会員卓話 瀬戸隆海会員 

        ８月 ５日 外部卓話 水海道青年会議所 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． ４（通算Ｎｏ．2445）          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 

２０１５年 ７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 

会員卓話  北村 仁会員 

 

                                      

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/ 

mailto:mitsu-rc@lapis.plala.or.jp
http://www.mitsukaido-rc.jp/
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例会報告  ＶＯＬ．５３ Ｎｏ． ３（Ｎｏ．2444） ７月１５日（水）晴れ（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 

 

 

諸 報 告 

国際奉仕委員会  五木田裕一委員長 

ツウンバ夏期交換学生派遣について 

出発：８月８日（土）  帰国：８月１６日（日） 

 出発前の挨拶：８月５日（水） 帰国報告：８月２６日（水） 

 オリエンテーション：７月２４日（金）１８：３０～  於：糀屋 

 派遣学生：大澤会員のご子息２名 

 

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 竜ヶ崎ＲＣ ７月２８日（火） 午後６時３０分より 松泉閣 

   牛久ＲＣ  ７月２７日（月） 午後７時より（時間のみ変更） 

 

会 長 挨 拶  海老原良夫会長  2015・7・15 「 ロータリーの徽章 <水海道クラブの歯車> 」  

ロータリーの徽章である、この歯車に国際ロータリーとしては公式には何も特別

の意義は持たせてないようです。しかし私たち 55 名はロータリアンとして生きてき

た歴史の深浅に比例して、この歯車に夫々55 通りの特別の意義を見いだしてお

られることと存じます。 

亦「年年歳歳花相似、歳歳年年人不同」の例えの如く、同じ歯車を同じ人が観

ても、その年のロータリー上での役職、負荷の大任等によって異なって観えること

もあるでしょう。  

私は先々週の 7月 1日会長として初めて臨んだ例会で、この歯車に愛着を感じました。 

私は長塚暁会員のご推薦を賜り40歳で入会、皆様のお引立ての賜で26年間クラブに在籍することを許さ

れてまいりました。入会以来この歯車はここに掲揚され続けています。   

爾来幾多の会長がこの歯車と日の丸を背負って会長の所信を真摯に表明されました。中にはすでに彼岸

に渡られた方もおられますが、この歯車はそのすべてを記憶しています。 

2 年前私は皆様から会長ノミニーの席を与えて戴きました。私はこの歯車に「再来年は私の全身全霊を賭

けてこの歯車を回さねばならぬ」と、決意と覚悟の程を誓いました。 

が、先々週 7月 1日、私は 2年前にこの歯車に誓った独り善がりの決意と覚悟の程が、実に浅墓なもので

あったと気づきました。新年度初例会で私は肩透かしを喰わされました。この水海道クラブの歯車は会長が

大声で号令掛けずとも、独りで回り出してしまいました。 

水海道クラブの歯車は自ら回り出す力、即ち自転する力を有していたのでした。そのせいで委員会の皆様

は会長のヨーイドンの号砲さえ無用とばかりすでに駆け出していました。 

さすが、水海道クラブ 55 名の会員は多士済々、誰もが出番が回ってくれば、いとも簡単に余裕綽々その

職責を果たしてしまうものなのですね。 

水海道クラブの歯車はどうやら今年も順調に回り出したようです。まずは目出度し。 

さてロータリアン歴半世紀にも及ぶ諸先輩には、この歯車についても夫々に所説を見いだしておられるこ

とと存じます。是非それを後輩の私たちに披歴してください。 

何れの時にか、そんな日が訪れますことを私たちは鶴首してお待ち申し上げております。 
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２０１５－２０１６年度 事業計画発表 

クラブ管理運営委員会  白井 豊委員長 

今年度は、副会長を仰せつかりまして会長の補佐をまず第一にし、そしてクラブ管理

運営委員会の役割を果たし、クラブの効果的な運営のために活動することと考えて

います。それでこそはじめて地域社会に奉仕し、会員を維持し、クラブや地区そして

国際ロータリーのリーダーとなる会員を育成できます。 

出席、親睦活動、ＳＡＡ、プログラム、会報、雑誌、ＩＴの各委員会と連絡を密に図るよ

うにし、年度行事の遂行に全力を尽くします。 

 

プログラム委員会  石井康弘委員長 

プログラム委員会は、会長のワンポイントメッセージに沿って、卓話の立案を中心に、

会員の皆様に有意義な例会になるよう企画運営を実施してまいります。 

会員卓話、外部卓話や移動例会も含めまして、会員の皆様のご協力も賜りながら努

めてまいりますので、何卒宜しくお願い致します。 

また、月間毎のテーマや外部卓話者のご紹介なども含めまして、１年間宜しくお願い

します。 

 

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、例会の記録保存と会員の皆様に情報伝達を行い、

会員相互の調整を図り、各委員会の活動状況などを報告します。 

１．毎週例会の記録を正確に保存し、会員及び他のクラブへの情報交換に努めま

す。 

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、興味を注げるよう配慮していきたいと考えています。 

 

ＩＴ委員会  鈴木勝久委員長 

ＩＴ委員会は、会員の皆様がインターネットから様々な情報を共有しやすいような

環境を提供することを目的とします。 

当クラブホームページ更新のサポートや、他地区・クラブのホームページからの情

報を随時お伝えし、また日進月歩で変化していくインターネット環境の有用な情報

を、卓話を通して皆様にお伝えしたいと思います。 

 

 

 

職業奉仕委員会  青木正弘委員長 

ロータリーの目的の第２に「職業上の高い倫理基準を保ち、役立つ仕事はすべて

価値あるものと認識し、社会に奉仕する機会としてロータリアン各自の職業を高潔

なものにすること」とあるので様々な機会を捉え会員各位へのご理解、周知を図

る。 

①  SAAの協力を頂き、第２例会時に「四つのテスト」を斉唱する。 

②  職場見学会を実施 

③  職業奉仕月間（１月）に卓話を計画。 
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④  地域奉仕プロジェクトへの協力 

 

社会奉仕委員会  五木田利明委員長 

本年社会奉仕委員会は、地域社会の啓発事業を主として行い、地域の活性化、

住みよい街づくり、環境に対する取り組みを、ロータリー精神の下に地域の人々と

共に進めていきます。そして、ロータリーから地域社会に対し、情報を発信できる

以下のような事業を推進してまいりたいと思います。ロータリーデーの推進を込め

て、継続事業として、 

① グランドゴルフ大会（水海道地区・つくばみらい地区）への協力・支援 

② 赤い羽根募金活動 

③ バザー（市民文化祭）への出品 

④ 環境問題に対するような事業推進 

⑤ 隠れた奉仕事業を行ってする方々への協力・支援を行う 

 

青少年奉仕委員会  熊谷 昇委員長 

当委員会は、次世代を担う子供たちの健全育成を目的とした奉仕活動を行うこととさ

れています。第２８２０地区においては、１、インターアクト ２、青少年ならびにライラ 

３、ローターアクト ４番目には国際奉仕委員会から移管された青少年交換の 4つの

委員会で構成されています。 

また、支援アドバイザーには当クラブの北村 仁会員が担当となっております。 

今年度は会長方針に沿って、当クラブの奉仕委員会と共同し、地域奉仕プロジェクト

を企画し進めていきたいと考えております。具体的には、下記の活動を実行していき

たいと思います。 

１.地域プロジェクトの推進のための実行委員会への参加 

２．１０月に開催されるライラセミナーへの参加 

3. ガールスカウトへの助成 

４。その他として５０周年記念事業（タイムカプセル埋設）を忘れずに次年度に引き継ぎたいと思います。 

 

米山記念奨学会  福田克比古委員長 

１． 海老原会長のワンポイントメッセージに従って、全会員一人当たり２５,０００円の

寄付をお願いし、米山クラブ功労賞をめざす 

２． 米山奨学生レンゴゲニさんのカウンセラーを熊谷会員にお願いし、また水海道

ロータリークラブ及び会員との交流を深めていただくため、例会はもちろんのこ

と、各種行事に参加していただけるよう働きかける 

３． 米山奨学生レンゴゲニさんに例会時に卓話をお願いする 

４． 米山奨学生レンゴゲニさんに例会出席時にはショートスピーチをお願いする 

 

出 席 報 告   五木田益城副委員長 

会員総数 出席者数 欠席者数 出席免除 メーク 出席率 

５５名 ４１名 １４名 ０名 ０名 ７４．５５％ 

 

ニコニコボックス  青木英男副委員長             入金計 ￥22,000     累計 ￥211,000  

本日は、委員長さんから事業計画の発表よろしくお願い申し上げます。  海老原会員 

水海道一高野球部が県予選２回戦を突破しました。あと５回勝つと甲子園なので、ＯＢや関係者の皆さんは
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早めに寄付金の準備をお願いします。  武藤会員 

奨学金忘れました。   北村（英）会員 

暑くなりました。皆さん熱中症ご注意下さい。   青木（英）会員 

ネクタイを忘れました。  染谷（昭）会員 

暑い日が続いてます。お体ご自愛下さい。  大澤会員 

ツウンバの短期留学生事業も準備が最終段階に入りました。  五木田（裕）会員 

今年は、日本自体様々なことが起こっています。先ずは酷暑。お体ご自愛下さい。  石井会員 

本日早退します。   石塚（克）会員 

先週例会欠席しました。  松崎会員 

例会欠席しました。   山野井・松村・福田・古矢・白井  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 

 

 

2015年 7月からの特別月間について（2014年 12月 26日） 

  

国際ロータリー理事会は、2014年 10月開催の第 2回会合で、ロータリーの特別月間を、重点分野を強調する

ものに変更しました。2015年 7月からの特別月間は、次の通りです。 

8月：会員増強・拡大月間 

9月：基本的教育と識字率向上月間 

10月：経済と地域社会の発展月間 

11月：ロータリー財団月間 

12月：疾病予防と治療月間 

1月：職業奉仕月間 

2月：平和と紛争予防／紛争解決月間 

3月：水と衛生月間 

4月：母子の健康月間 

5月：青少年奉仕月間 

6月：ロータリー親睦活動月間 
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なお、10月のもう一つの特別月間「米山月間」は、日本独自に設定しているため、従来通りで変更はあり

ません。 

追記（4月 21日）：ロータリーの友委員会・同理事会の決定で、9月に「ロータリーの友月間」を新設しまし

た。こちらも日本独自の特別月間です。 
 

 

 

 
 

 

 
写真提供：石塚利明会員 


