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    ２０１５－２０１６年度 ＲＩ会長 

   Ｋ．Ｒ．ラビンドラン 氏  

        

例会予定  ８月２６日帰国報告・地区研究会報告 

        ９月 ２日地区会長・幹事会報告       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 

ＶＯＬ．５３ Ｎｏ． ７（通算Ｎｏ．2448）          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 ８月１９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 

地区研究会報告 

        

                                      

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/ 
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例会報告  ＶＯＬ．５３ Ｎｏ． ６（Ｎｏ．2447） ８月 ５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    ◎外部卓話 水海道青年会議所 理事長 石塚 徹様 

        ◎ツウンバ交換学生出発前挨拶  

 

ビ ジ タ ー 

米山奨学生 レンゴゲニさん 

ツウンバ交換学生  Y・Oさん  保護者 

水海道青年会議所  理事長  石塚 徹様    理 事  笹生安孝様 

 

誕 生 祝 

 

≪会員≫松坂興一会員   飯塚三夫会員     ≪ご夫人≫田上会員  福田会員 

 

表 彰   

ポールハリス・フェロー 

 

山牟田 博会員  鈴木成徳会員  雨谷道夫会員  五木田益城会員  亀崎徳彦会員 

マルチプル・ポールハリス・フェロー 

 

松崎隆詞会員  小島富雄会員  武藤康之会員  大塚令昌会員  青木正弘会員 
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米山奨学生挨拶  レンゴゲニさん 

こんにちは。日本の夏は暑いです。インドネシアより日本の方が暑

いです。日本に来て４年になりますが、外には出られません。祭り、

花火、かき氷等々、楽しむ事もありますので頑張れます。 

 

 

 

ツウンバ交換学生出発前挨拶 

皆様はじめまして、今回水海道ロータリークラブ夏期交換留学生としてお世話

になります、国士舘大学 1年生の Y・Oと申します。 

 はじめに、私の簡単な自己紹介をさせていただきます。 

 現在私は大学で社会に進出するにあたり必要となる基盤を形成することを中

心に、人間の行動や考え方のメカニズムについて勉強しております。今後社会

に出て適切な対応ができるようにマナーや人との関わり方を身につけていく所

存です。 

 学業外では大学の軽音楽部に所属し、ドラム担当としてバンド仲間と一緒に演奏しております。また、独学

ではありますが趣味として絵も描いており、風景画や鉄、水などを上手く表現するため日々練習しておりま

す。 

 さて、今回の短期留学は私にとって初の海外であり、これまで海外に目を背けてしまっていた私にとって非

常に良い経験になると考えております。異国の文化や人々と触れ

合うことで日本と違った価値観を感じ自らの成長を図ること、また、

積極的なコミュニケーションで実用的な英語を身につけることを目

標とし、水海道ロータリークラブ留学生としての立場を忘れずにオ

ーストラリアの皆さんと楽しく過ごしたいと思っております。 

 最後に、このような機会を与えてくださいました水海道ロータリーク

ラブの皆様には心より感謝申し上げます。オーストラリアの皆さんに

ご迷惑をおかけしないよう、そして事故や怪我のないよう十分に気

をつけて行って参ります。 

 

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 龍ヶ崎中央RC ８月１４日(金) 休会 

 

会 長 挨 拶  海老原良夫会長   2015・8・５「JC と RCは一文字違い」 

<会員増強：若気の至りは是か非か>  

ようこそ JC の石塚徹理事長、RC 会員一同歓迎申し上げます。石塚理事長

たちは JCで私たちは RCです。J と Rで一文字違いですが、両者とも国際的

な組織であり、例会場に国旗掲揚し国歌斉唱するなど類似点は有るようですが、

はたして相違点はあるのでしょうか。    

さて JC、RC を問わず会員増強は、あらゆる団体の喫緊の課題です。RCは

今月を会員増強月間とし今季純増 2名を目標としておりますが、JCの方針と現

況はいかがですか。  

そこで JC と RC 共通の課題である会員増強について、両者はどのような取り組みをしているか、まず JC

は過去の実績を、RCはガバナーの方針を示し、比較してみましょう。 

今日は石塚理事長に、かつて水海道JCが日本JC会員拡大部門で最優秀賞に輝いた実績をご紹介しま
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す。今から 30年前の 1986年、私は水海道 JCの理事長でした。JCもRCも役員任期は 1年。私は理事長

方針に新入会員 30 名拡大を掲げました。『1 年限りだ。理事長のやりたいようにやれ』といって協力してくれ

た仲間のおかげで、年度初め 30名であった会員をほぼ同数の 30名拡大し、まさに倍増させました。 

石塚理事長、30年前の会員拡大に私たちは、こう言いながら勧誘に歩き回りました。 

『この私を見ろ、私は JCのお蔭でこれ程までに事業を拡大できた。人間的にも成長できた。今日の私がある

のは JCのお蔭なのだ。私みたいになれるから JCへ入会しろ』と。 

若気の至りでなんとも身の程知らずの勧誘振りでした。しかし私たちは真剣でした。言葉だけではなく『三

国志の劉備玄徳が軍師諸葛孔明を迎えるに「三顧の礼」を尽くした故事』に倣い、理事長、副理事長、担当

委員長の三役が個別に最低 3度は訪問しました。 

そうして私たちの本気度を相手に示し説得し、私たちは新会員を 30名入会させました。 

 石塚理事長、30年前の会員拡大策を現在の JC メンバーはどのように評価されますか。 

さて次にRCでは会員増強をどう捉えているかをお話ししましょう。直近のガバナー月信8月号で倉澤ガバ

ナーは『会員増強を会員数が少ないからという組織の都合で行うのではなく「RC へ入会して、私たちと一緒

にRC活動をしましょう」という気持ちやお誘いの呼びかけがなくてはRCの特異性が失われる』と述べておら

れます。先程の JCの挑発的な勧誘の言葉と比較すると、いかにも奥ゆかしい優美な言葉づかいの勧誘とい

えるでしょう。 

しかし言葉遣いの違いこそあれ、勧誘の本質に JCと RCにその違いはあるのでしょうか。 

石塚理事長「J と Rの一文字違い」JCで通用しても RCでは通用しないこともあるかも知れません。JCは

40歳卒業です。しかし現代は学術優秀者には飛び級制度もあります。 

石塚理事長ご自身が JC で学ぶべきは全て学んだ、この先は RC に進級する以外にない、とお考えであ

れば卒業を待たず『RCへ入会して、私たちと一緒に RC活動をしましょう』。 

今日は現役の JC 理事長をお迎えし、私も 30 年前の理事長年度を懐かしく思い起こしました。ミス水海道コ

ンテストを実施したり、市内中心地に 21世紀の夢見台を建て、LIA会議や市民の集いを開催し、1年限りの

理事長任期で事業計画に掲げたことは全てやり遂げました。仲間とともに駆け抜けた夢のような青春の日々

でした。JCの会員拡大勧誘に使用した言葉は、今思うと赤面の至りで RC では通用しません。あれは全く若

気の至りでした。 

 

外 部 卓 話   水海道青年会議所 理事長 石塚 徹様 

いつも水海道青年会議所の活動にご賛同ご協力いただきましてありがとうござい

ます。二月にもここでお話させていただきましたがまた今回このような機会を頂戴

いたしましたこと大変光栄なことと認識しております。重ねて御礼申し上げます。 

まず少しだけ自己紹介をさせていただきます。(社)水海道青年会議所第３５代理

事長を仰せつかっております。石塚徹です。私は老け顔ですが、昭和５４年生ま

れの３６歳です。ロータリークラブの会員の皆様のご子息より私の方が若いかもし

れません。会社は(株)つくば資材といいまして、建設金物の製造販売と足場の架

払リース業を営んでおります。営業所は高野町にあります。 

水海道青年会議所の今年度のスローガンは「サプライズ～とにかく人を喜ばそう～」です。ロータリーさんで

いうニコニコボックスでしょうか?思いっきり真似させていただいてしまいました。SS募金箱(意味は幸せサプラ

イズ募金箱)を作りまして毎月の例会出席者から小銭の募金を募ってメンバーの奥様の誕生日に宅急便で花

束が送られてくるサプライズをはじめました。奥様がいらっしゃらない方にはお母様に送っております。非常

に好評でして、大変喜んでいただいているみたいですが、「何か悪い事しているんでしょう?」って奥様方の声

が一番多いのは言うまでもありませんね。 

自分でスローガンを考え、会員のみなさんにサプライズの演出をしてもらっていくうちに私自身も渾身のサプ

ライズをしなくてはと考えまして、非常に難易度の高いものをやらせていただきました。自分自身の誕生日に

母親に「生んでくれてありがとう」を伝えることです。本当に恥ずかしくて照れくさくてさすがに声には出せそう
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もなかったので、筆をとり手紙を書くことにいたしました。恥ずかしながら一読いたします。 

 

拝啓 日頃より家族内や仕事において大変なお世話になり御礼申し上げます。改めて手紙を書くのは記憶

の中では初めてだったと思います。なんと書いてよいか非常に難しいですね。 

青年会議所に入会し、セミナー等で自分の誕生日は母へ感謝を伝える日だと教わってきましたが、なかなか

実行できるほど素直でなく、伝えたい気持ちより気恥ずかしい方が勝ってしまっていました。今年は理事長と

いう役を演じる事で何か成長する事が恩返しだと考え、初めて伝えようと決心いたしました。「３６年前に私を

生んでくれてありがとうございます。妻ができ、２人の子どもにも恵まれ私は幸せです。」これからも宜しくお願

い致します。直接言葉に出すのはまだ抵抗があり手紙にて。 

孝夫伯父が余命わずかと言われているようですが、気落ちしないようにしてください。父、母のご健康を心より

お祈りしております。乱筆失礼いたします。                                     敬具 

 

こんな手紙を書くと本当になぜか涙が出てしまうんですよね。花束と一緒に家に送ってその日は顔を合わせ

たくなかったので夜中まで家に帰りませんでしたが、非常に喜んでいたそうです。サプライズでたくさんの笑

顔に出会えるようこれからも続けていきたいと思っております。 

話は少し変わりますが、水海道青年会議所は今年度創立３５周年を迎えまして、４月に記念事業ドキュメンタ

リー映画「筑波海軍航空隊」の先行上映、並びに元特攻隊員柳井和臣氏９３歳による講演会を開催いたしま

した。その節にはロータリークラブの皆様にも大変お世話になりました。豊田城がほぼ満席の９００名ほどの

来場者が来てくださいました。９００名の前で理事長挨拶をさせていただきましたが今日のほうが緊張しており

ます。また、８月２２日には３５周年記念式典並びに祝賀会を開催する予定になっております。海老原会長様

はじめ、ロータリークラブの皆様には度重なるお願いばかりとなってしまいますがご来場をお待ちしておりま

す。どうぞ宜しくお願いいたします。 

ロータリークラブ様は今月新入会員強化月間だと聞いておりますが、私たちは１月年度当初会員数１４名と過

去最少人数でのスタートを切りました。会員の拡大に本気で取り組まないと本当に危機的状態でした。時間

が空いた日は毎日新入会員候補者と食事やお酒を交わしました。嫁は毎日怒ってました。 

でも支えてくれるメンバーがいました。一緒に飲みに付き合ってくれるメンバー、新たな候補者を発掘してく

れるメンバー、その勢いは現役メンバーだけでなく、青年会議所OBの先輩方へと伝わっていきました。 

７月末時点で新入会員者１４名。１００%の会員増加です。もちろんまだまだこの勢いを止めることなく、頑張っ

ていく所存ですので応援していただければうれしいです。 

私の大好きな先輩がよく話してくれる２つの話があります。一つは「人にしてあげたことは水に流し、人にして

もらったことは石に刻め」２つ目は「人は鏡である」 

たくさんの人生の先輩の前で説明するようなことではないと思いますので説明は省略させていただきますが、

この２つの言葉を真摯に受け止めてこれからも理事長職をまっとうしていくつもりですので今後とも水海道青

年会議所会員一同共々宜しくお願いいたします。 

 

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 ４３名 １２名 ０名 １名 ８０．００％ 

 

ニコニコボックス  青木英男副委員長             入金計 ￥78,000     累計 ￥324,000  

誕生祝御礼≪会員≫松坂・飯塚  各会員   ≪ご夫人≫田上・福田  各会員 

財団表彰  青木(正)・五木田(益)・雨谷・亀崎・鈴木(茂)・松崎・小島・武藤・大塚・山牟田  各会員 

１００％表彰  青木(清)・亀崎・熊谷・五木田(裕)・古矢・武藤  各会員 

JCの石塚 徹理事長、本日は卓話よろしくお願い申し上げます。  海老原会員 
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水海道青年会議所石塚理事長、笹生君、ようこそいらっしゃいました。卓話よろしくお願いします。 

鈴木(勝)会員 

JC理事長、卓話よろしくお願い致します。  石井・雨谷・大塚  各会員 

休みが続きました。石塚理事長宜しくお願いします。  青木(清)会員 

五木田委員長、交換学生オリエンテーションご苦労様でした。また兄弟２人でのオーストラリア楽しんで来てく

ださい。  斎藤会員 

ツウンバ短期交換学生の大澤さんご兄弟、気を付けて元気で行ってらして下さい。  五木田(裕)会員 

息子２人で交換留学に行かせていただきます。  大澤会員 

孫が生まれておじいちゃんと呼ばれました。   染谷(正)会員 

先日、つくば市での職業奉仕研究会に参加しクラブから交通費を頂きましたので「にこにこ」に入れさせて頂

きます。 月初は忙しいですが夜のお酒を楽しみにして頑張ります。 「忙中に閑有り」「苦中に楽有り」といい

ますからね？                青木(正)会員 

暑さに負けないように頑張りましょう。  山野井会員 

まだまだ厳しい暑さが続くようです。御自愛下さい。   島田会員 

早退します。   倉持会員 

早退します。たびたびすみません。   五木田(利)会員 

例会欠席しました。熱いですねー。   二本松会員 

例会欠席しました。  熊谷会員 

 

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 

 

 

写真提供:石塚克己会員 


