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    ２０１５－２０１６年度 ＲＩ会長 

   Ｋ．Ｒ．ラビンドラン 氏  

        

例会予定  ９月１６日 移動例会 ９月１２日納涼会 

        ９月２３日 法定休会              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．１０（通算Ｎｏ．2451）          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 ９月 ９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・四つのテスト                  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 

外部卓話 かしわ学園施設長 中川哲人様 

 

                                      

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． ９（Ｎｏ．2450） ９月 ２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    ◎常総地区グランドゴルフ協会挨拶・活動報告 

        ◎地区会長・幹事会報告 

 

ビ ジ タ ー 

常総市グランドゴルフ協会 会 長 井山 弘様 

                 事務局 針谷英一様 

 

誕 生 祝 

 
≪会 員≫鯉沼敦規会員  福田克比古会員 

≪ご夫人≫古矢会員 白井会員 

 

諸 報 告 

社会奉仕委員会  五木田利明委員長 

９月１６日（水）午前８時３０分より、常総グランドゴルフ大会が開催されます。場所は、きぬふれあい公園です。

ご参加できる人は宜しくお願い致します。 

 

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 なし 

 

会 長 挨 拶  海老原良夫会長  2015．9.2 『水海道クラブの青春』 

 ＲＩテーマも９月は「基本的教育と識字率向上月間」に変り、日本の暦も葉月(は

づき・9月)と改まり、今年の夏も過ぎようとしています。 

さて今日は 9 月 2 日です。お気づきの方もおられると存じますが、日本が正式

に連合国に降伏する文書に調印したのは７０年前の今日9月2日です。従って今

日９月２日を第2次大戦終結の節目とみる国もあります。アジア太平洋戦争の終結

は、日本では 8月 15日と記憶され、毎年その日で歴史回顧の季節が終わったか

のようになりますが、本年は戦後70年節目の年として、未だにメディアには様々な

論評が収束の気配を見せず主張しています。 

 さて、戦後生まれの私は「歴史の中の出来事」として昭和天皇とＧＨＱ最高司令官マッカーサー元帥が並

び立つ写真を見たことがあります。 

降伏文書調印の 9月2日の後1945年9月27日に昭和天皇が日比谷のＧＨＱ総司令部にマッカーサー

元帥を訪問し、天皇が初めて民間人と並んでツーショット写真を撮られた、その部屋の壁に、英文の詩が掛

けられてあったということも後に知りました。 
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マッカーサーが座右の銘としたこの詩の日本語訳は、戦後日本の復興を成した多くの政財界人にも愛され

ました。経営の神様松下幸之助は、この詩を札入れに入れて常に持ち歩き、周囲の人々にも自らにも言い聞

かせ、愛唱していたといわれております。 

 私は 4年前、2011年７月 18日。この詩がどのようにして戦後日本人の心に浸透していったのか、その源を

調べる目的で山形大学工学部を訪れました。そのキャンパスには明治 43 年に創立された旧制米沢高等工

業学校本館(国重文指定)があり、その校舎の前に石碑が建っていました。 

 その石碑に、この詩の邦訳者が同校講師岡田義夫であること、彼の親友、元・山形大学学長の森平三郎が

1958 年に「東毛毎夕新聞」に寄稿し紹介したことが、その後の日本におけるこの詩の普及に大きな力となっ

たことが刻まれていました。 

 この詩の作者サミュエル・ウルマンは 1840年 4月 13日、ユダヤ人両親の長男としてドイツで生まれ、その

後両親と共にアメリカに移民し、後半生をアラバマ州バーミンガムで過ごしました。彼は教育者として実業家

として幅広く生き、晩年数編の詩を作りました。 

 彼は 80歳でこの詩を作り、４年後、84歳で永眠いたしました。 

彼の詩集「80歳の歳月の頂から」の巻頭の詩『青春』を紹介します。・・・・・・・・・・ 

 

・・・私は 30年前、これをミス水海道コンテストに出場した女性達に為書、贈りました。・・・ 

まちを人間の一生に例えるなら、今、このまちはどの季節を生きているのでしょうか。 

つくばみらい市は、先頃、成長力ランキング 1 位と評価されました。まさに若葉萌えいずる煌めく青春の季

節を生きているのでしょうか。 

幕末から明治期、高瀬舟舟運により大いに栄え常陸下総随一と称された商業都市常総は、今、盛夏から

実りの秋を過ぎ、静かな小春の日々でしょうか。 

そして 1963年創立の水海道ＲＣは、今、どの季節を生きているのでしょうか。 

会員 55名の心の琴線にサミュエル・ウルマン 80歳の作『青春』は共鳴したでしょうか。 

 

常総地区グランドゴルフ協会活動報告 
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地区会長・幹事会報告   松崎隆詞幹事 

８月２２日（土）ホテルマロウド筑波にて第１回会長幹事会に出席してまいりま

した。初参加でしたので流れを申しあげ、一部抜粋してお伝えしたいと思い

ます。 

午後１時３０分点鐘に始まり、地区役員紹介、倉沢ガバナー挨拶に続き、長

谷川研修リーダー、白戸ガバナーエレクト、県保健体育課担当（茨城国体に

ついて）の挨拶がありました。そして地区総括委員長報告（７委員会）休憩を

はさみ、各分区現況報告ということで、各ガバナー補佐より２カ月余りの現況
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が話されました。 

最後にロータリークラブセントラルについての話がありました。 

倉沢ガバナーは、インドの著名な詩人ラビンドラナート・タゴールの言葉を引用し、ロータリーの栄光は「歌を

歌う」道を手助けをしてくれることにあり、人生で本当に大切なことに目を向け、私たち自身が世界への贈り物

となる方法を見つけることでより充実した人生を送れるよう、私たちを導いてくれると話されました。現在は情

報化社会といわれますが高潔性、思いやり、多様性のある人間になることが大事だと思います。そしてより多

くの奉仕、会員が増えれば財団への寄付も増える、より十分な資金奉仕活動ができ、そうすることにより公共

イメージも高まり、会員の増強もよりよくなると思います。 

次に白戸ガバナーエレクトは、現在のロータリーについて苦言を申されました。入会を勧められた人にとって、

まず魅力は何かを判断されるのではないでしょうか。私は魅力とは、イコールメリットだと思います。入会する

ことによって、自分に何かのメリットがあるかを考えると思います。崇高な奉仕の理念を言ってみてもピンとき

ません。しかし、過去には職業倫理を重んじる多くの実業人・専門職業人が崇高し、会の発展を成し遂げまし

た。現在、衰退の一途を辿っていることは「ロータリーの原点」が忘れられていることからだと思っておりますと

話されました。そして２０１６年度ソウル国際大会の参加を呼び掛けられました。 

地区統括委員長報告については、当クラブ委員長が報告された内容と重複していますので、省かせていた

だきます。 

分区現況報告では、第８分区ガバナー補佐が、ガバナー公式訪問を効率よく短時間でできないかとの話が

ありました。 

 

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 ４１名 １４名 ０名 １名 ７６．３６％ 

 

ニコニコボックス  染谷秀雄委員長             入金計 ￥87,000     累計 ￥471,000  

７月２９日（水）前年度出席率１００％表彰 

青木（正）・青木（英）・荒井・飯塚・石井・石塚（克）・海老原・大澤・大串・大塚・小島・北村（仁）・北村（英）・ 

倉持・鯉沼・五木田（益）・斎藤・白井・鈴木（邦）・隅屋・瀬戸・登坂・松坂・松崎・山野井   各会員 

誕生祝御礼≪会員≫鯉沼・福田  各会員  ≪ご夫人≫古矢・白井  各会員 

今日から９月度例会が始まります。今月もよろしくお願い申し上げます。  海老原会員 

暑さが続いております。当月納涼会あります。宜しくお願いします。  松崎会員 

グランドゴルフ協会の井山会長、針谷様、両親が大変お世話になっております。  斎藤会員 

斎藤さん、お世話になりました。  北村（英）会員 

涼しくなり、お体ご自愛ください。  石井会員 

東洋経済誌発表にて、つくばみらい市が成長力１位となりました。  秋田会員 

今月は“ロータリーの友”の月間です。皆様友達を大事にしましょう！  熊谷会員 

九月に入り秋の到来です。季節の変わり目皆様充分ご自愛の程を！  松坂会員 

お任せ致します。  武藤会員 

例会欠席しました。  細野・五木田（益）  各会員 

その他  島田・山野井  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 
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2013年『手続要覧』（日本語版）の訂正について（2014年 7月 23日） 

国際ロータリー日本語課より、2013年『手続要覧』（日本語版）の訂正箇所について案内が届きました。訂正

箇所は下記の通りです。 

25ページ： 誤 「パストガバナー審議会」 

正 「諮問委員会」 

37ページ： 誤 「ロータリー公共イメージコーディネータ」 

正 「ロータリー公共イメージコーディネーター」 

46ページ： 誤 「選挙違反に対する」 

正 「選挙違反に対する手続」 

209ページ 第 4節： 誤 「50パーセントに達していしているか」 

正 「50パーセントに達しているか」 

212ページ 第 3節(b)： 誤 「提案を配付してはならない」  

正 「提案を配布してはならない」 

 

以上、 お手持ちの『手続要覧』をご訂正ください。 

 

 
 

          

「スマホでこれだけ撮れました」   写真提供：石塚克己会員 


