８月は会員増強・新クラブ結成推進月間

ＲＩ２８２０地区

２０１５－２０１６年度 ＲＩ会長
Ｋ．Ｒ．ラビンドラン 氏
例会予定

８月１２日 休会 定款第６条第１節
８月１９日 地区研究会報告

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． ６（通算Ｎｏ．2447）
２０１５年 ８月５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
外部卓話 水海道青年会議所 石塚 徹様
ツウンバ交換学生出発前挨拶
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８月は会員増強・新クラブ結成推進月間
例会報告 ＶＯＬ．５３ Ｎｏ． ５（Ｎｏ．2446） ７月２９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
◎会員卓話 瀬戸隆海会員

諸 報 告
親睦活動委員会 石塚克己委員長
納涼会のご案内がお手元に届いたと思います。８月３日までに出欠のご連絡をお願い致します。
国際奉仕委員会 荒井孝典副委員長
国際奉仕委員会副委員長の荒井です。
本日は五木田裕一委員長が欠席のため、代わりにご報告させていただきます。
先週の７月２４日水曜日に糀屋さんにて、８月８日の出発に向けて、ツウンバロータリークラブへの夏季交換
留学生の出発オリエンテーションを行いました。
留学生として、大澤会員のお子様で、長男の K・O さん、二男の Y・O さんに参加していただきました。また、
クラブからは、海老原会長、松崎幹事、斎藤会長エレクト、大澤会員夫妻、北村英明会員夫妻、五木田委員
長、倉持委員、私が参加いたしました。
まず、五木田委員長から今後の流れや、留学生としての注意点などの説明がありました。また、その後北村
英明会員の奥様の篤子さんから、ツウンバでの留学生としての経験をもとにアドバイスをいただきました。
留学生はお二人とも大変意欲的で、他の予定よりもこちらを優先して参加したとのことでした。
K・O さんは大学で山岳部に入っているとのことで、オーストラリアの山を散策したいとか、Y・O さんは初めて
の海外ということで、英語でコミュニケーションをとるのが楽しみとのことでした。
来週８月５日の例会で、留学生の一人の K・O さんに来ていただき、出発前の抱負などをご挨拶していただく
予定です。以上ご報告いたします。

表
彰 ２０１４－２０１５年度１００％出席
（五十音順）
青木清人会員、青木正弘会員、青木英男会員、荒井孝典会員、飯塚三夫会員、石井康弘会員、
石塚克己会員、海老原良夫会員、大澤 清会員、大串 卓会員、大塚令昌会員、小島富雄会員、
亀崎徳彦会員、北村 仁会員、北村英明会員、熊谷 昇会員、倉持功典会員、鯉沼敦規会員、
五木田裕一会員、五木田益城会員、斎藤広巳会員、白井 豊会員、鈴木邦彦会員、隅屋祐三会員、
瀬戸隆海会員、登坂 寛会員、古矢 満会員、松坂興一会員、
松崎隆詞会員、武藤康之会員、山野井周一会員
ホームクラブ１００％出席
鈴木邦彦会員、海老原良夫会員、武藤康之会員
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幹 事 報 告 松崎隆詞幹事
週報受理クラブ
水戸ＲＣ、水戸西ＲＣ
例会変更通知
稲敷ＲＣ ８月１３日（木） 休会
海老原良夫会長
2015.7.29 「メーキャップの思い出」
ロータリーの楽しみ方は十人十色であると思います。私は入会直後、緊張の
余りロータリーの楽しみ方を容易に見出すことができずにいましたが、或る日先
輩が「メーキャップという楽しみ方もあるよ」と教えてくれました。
早速、私はどうせ行くなら日本で最初に創立された東京 RC へと、ひとりでメ
ーキャップに出かけて往きました。23 年前の思い出なので詳細な記憶までは定
かではございませんが例会場は東京の一流ホテルでメーキャップ料は 3000 円
でした。
広い会場の幾つも並んだ円卓のひとつに案内され着席しました。そして同じテーブルの東京 RC のメンバ
ーの顔と名札に圧倒されました。すぐ隣のテーブルにも此処彼処にも私が普段新聞やテレビでしか見たこと
がない、あの顔この顔が名札を付けて威厳を正して着座しておられました。まさに日本を代表する企業や財
界のトップが綺羅星の如く一同に介しておりました。「東京 RC って凄い」と私はすっかり舞い上がっていまし
た。
例会の卓話者は東大名誉教授木村尚三郎氏でした。私は、まだ RC に入会する前でしたが当時話題にな
った木村尚三郎著『「耕す文化」の時代』という本を読んでいました。私がメーキャップした日の卓話者が、奇
しくもその本の著者木村尚三郎氏でありました。
さて例会が終わると、ホテルの車寄せに黒塗りの高級車が次々に現れ日本のリーダーたちを乗せて出て
ゆくのです。私は芸能人の出待ちをするミーハーの心境で見送りました。
その日から四半世紀経った今年 7 月 1 日、私は思わぬ形であの東京 RC のメンバーと再会しました。再会
と言っても生のご本人たちに会った訳ではありませんが。
今期第 1 回例会は私も松崎幹事も共に気合十分でした。早々と午前 10 時ごろには RC 事務所に集合し、
ふたりで万事打ち合わせを済ませました。例会場に乗り込むには、まだ早く、余裕の時間が空いて私は会長
席の机の上にあった 1 冊の書籍を手に取りました。
それは東京 RC 創立 80 周年記念誌で、西暦 2000 年の年に発刊されたものでした。
その記念誌の会員紹介頁には、私が東京 RC にメーキャップしたあの日お見かけした方々の顔写真が載
っていました。今から 15 年前に編纂された記念誌ですから、現在ではすでに鬼籍に入り物故会員となった
森繁久彌も現役会員として凛としたお顔で写っていました。
森繁久彌は映画俳優として「喜劇駅前シリーズ」「夫婦善哉」を、舞台では「屋根の上のヴァイオリン弾き」を、
歌手として自ら作詞作曲した「知床旅情」を、声優として NHK ラジオ日曜名作座で声色を変えて何役も演じ、
私たちの人生に何かを与えてくれました。
さらに彼は、自らの寄付を「あゆみの箱」として法人化し社会にプレゼントしました。
今期 RI 会長は『才能、知識、能力など与えることのできる何かをプレゼントしよう』と提唱していますが、か
つて森繁久彌は俳優としてこれを実践し、自らの人生を見事に演じ切って、多くの人々に何かを与えてくれ
て逝った、ロータリアンでもありました。
今期私たちは『ロータリーを通して誰に何を与えることができるか』が問われています。
私は 23 年前東京 RC メーキャップで味わった新鮮な驚きと思い出が走馬灯のように浮かびます。そして今、
強く自覚します。『水海道 RC を自分の所属とすることを続ける』と。
会 長 挨 拶
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会 員 卓 話

瀬戸隆海会員

世界大会報告

２０１４～２０１５年の世界大会は、ブラジルのサンパウロで開催されました。当初は、３０
０００万人規模の大会を予定していましたが、登録者が大幅に少なくなり、本部発表で
は１４０００人と言われていますが、実際には１２０００人にもならないと情報が流れてい
ます。
その原因として、あまりにも遠いことと、ホテル代等の費用が高額であること、入国に際
してビザの発給が必要で、発給までの審査が厳しく、手数料が高額であるということに
尽きるのではないかと言われています。ですから、近くの米国の人は、ほとんどやって
きませんでした。
大会の内容は、ロータリアンの友情と情報を深めることにあるかと思います。友愛の家に行けば、数々のブー
スが設置され、それぞれの国のロータリアンが自分たちの活動の発表の場でもあるのです。
さらに、大会分科会では、多くの会議や講演会などが行われ、ロータリー活動の第一線の情報が集っており
ます。もちろん、多くの会議における言語は、開催地の母国語及び英語で行われますが、すべてではありま
せんが同時通訳の設備があり、日本語での参加も可能であります。
今回は、登録者数も少なかったこともありますが、会場内では青少年交換学生や財団奨学生などが会場で
通訳のボランティアをしてくれることもありますので、大会を楽しむことができるかと思います。
大会式典では、開会式、閉会式と一緒に魅力的な世界第一線級の歌手やショーマンがきて、アトラクションを
盛り上げてくれます。
世界大会もそうでありますが、街を歩くと、多くのロータリアンに遭遇し、いろいろな出会いがあることは確かで
あります。
また、せっかく異国に言ったのでありますから、観光も大事な要素になるかと思います。
明年は、ソウルで５月２８日から開催されますので、ぜひとも多くの人が大会に参加されることを願っておりま
す。
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ラオス報告
今回、当クラブでも支援させていただきました、ラオスのルバンババーンから車で７時間ほど行ったサムスム
村に建設された小学校の贈呈式に行ってきました。
ラオスは、中国、ベトナム、カンボジア、タイ、ミャンマーに囲まれた国で、平地も少なく、産業にも恵まれず、
大変貧しい国であります。
サムスム村には、小学校、中学校が併設されておりますが、７５０名以上の児童生徒が通う学校であります。
電気も無く、夜は焚き火やランプの灯で生活しております。
中学校の校舎は、数年前に韓国のボランティア団体が建設してくれましたが、今回は、「茨城アジアの教育を
支える会」が公益社団法人シャンティの管理の下に、小学校校舎を１０００万円の費用で建設しました。
当日は、夏休みの期間のため、多くの児童学生は帰宅しておりましたが、政府、軍、そして村をあげての歓
迎をうけて、あいにくの雨手の中ではありましたが、盛大に行われました。
子供たちの顔も大変明るく、我々としても教育の支援になってくれることを期待したいものであります。
地元の人に聞きましたら、お祝い事の雨は神の御加護が降り注がれたとして大変縁起がよいとされておりま
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

４０名

１５名

０名

４名

８０．００％

ニコニコボックス 染谷秀雄委員長
入金計 ￥22,000
本日は、瀬戸会員には卓話よろしくお願い申し上げます。 海老原会員
卓話させていただきます。 瀬戸会員
瀬戸会員卓話よろしくお願いします。 染谷（秀）・石井・青木（英） 各会員
暑い日が続きます。
田上会員
暑い日が続きますが、お体をご自愛ください。
細野会員
り びと

先日、長男が誕生しました。名前は、理仁といいます。育メン奮闘中です。

累計 ￥246,000

鯉沼会員

隅屋さんに褒められました。 鈴木（邦）会員
本日早退します。
鈴木（茂）会員
例会欠席しました。
染谷（昭）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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特別月間（8 月）の名称が変更になりました（2015 年 7 月 29 日）
国際ロータリー日本事務局クラブ・地区支援室から、8 月の特別月間名称変更についてのお知らせが届きま
したので下記に転載いたします。
特別月間（8 月）名称変更のご案内
謹啓 酷暑の候、ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご厚誼にあずかり、厚く御礼
申し上げます。
8 月の特別月間の名称変更について RI 本部より通達がありましたのでご連絡申し上げます。
8 月を直前に控えたこの時期でのご案内となり、皆様にはご不便をお掛け致しますが、下記ご参照の上、
ご理解賜れますようお願い申し上げます。
謹白

記

変更後名称：

「会員増強・新クラブ結成推進月間」
“Membership and New Club Development Month”

変更前名称：

「会員増強・拡大月間」
“Membership and Extension Month”

決定：

2015 年 1 月 RI 理事会

RI 本部担当部署からの連絡が今日まで不達だった為、皆様へのご案内が当該月直前となってしまいまし
たこと深くお詫び申し上げます。
尚、一部印刷物を除き、随時関連資料の変更を施しております。各地区やクラブにおかれましては、必要
に応じて可能な範囲でのご対応をお願い申し上げます。
あらためまして皆様のご理解とご協力のほど何卒宜しくお願いいたします。
以上

日本事務局 クラブ・地区支援室
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