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例会報告  ＶＯＬ．５５ Ｎｏ．３７（Ｎｏ．2556） ６月６日（水）雨 （司会 大塚令昌委員長） 

 本例会での主な事項 

 ◎会長挨拶            ◎２０１７－２０１８年度 事業実績報告 

                         各委員会 

 

誕 生 祝 

 

≪会 員≫倉持功典会員  青木英男会員 

≪ご夫人≫山牟田会員  齋藤（政）会員  軽部会員 

 

諸 報 告 

親睦活動委員会  石塚利明委員長 

ゴルフコンペご参加ありがとうございました。今年度の活動も皆様のご協力により無事終了することができまし

た。ありがとうございました。 

 

第７分区親睦ゴルフ大会  斎藤広巳実行委員長 

明日、分区のゴルフ大会が開催されます。実行委員会の皆様の集合時間は、朝７時３０分です。ほかの方は

スタート４０分前には、集合お願い致します。 

 

ロータリー情報委員会  秋田政夫委員長 

本日１８時より糀屋さんにおいて、インフォーマルミーティングを開催致します。２９名の参加をいただいてお

ります。宜しくお願いします。 

 

雑誌委員会  鈴木茂徳委員長 

６月号のロータリーの友のご案内です。 

今月の特集は、「全国の植樹活動」です。昨年の国際協議会でＲＩ会長が「２０１８年４月２２日のアースデイま

でに、少なくとも一人１本の木を植えよう」と呼びかけ、この呼びかけを受けて各地区で植樹活動が行われま

した。その活動の様子を紹介しています。 

ロータリアンが一人１本木を植えると、その数は１２０万本にもなります。一人ができることは限られていても、

それが大きな動きとなった時に環境は変えられる。持続可能な社会を実現するためにわれわれが出来る事、

しなければならないことが、植樹に限らずあらゆる場面においてあるのだという事を、この記事から感じまし

た。 

また、「平和の木に、思いを乗せて」では、１９４５年広島で原爆投下により被ばくしたにも関わらずその後芽を

吹いた樹木を被爆樹木として守り続け、その種や苗木を国内外に広める活動を行っている広島市の市民団

体と、自らが被爆者であるロータリアン、そして東日本大震災での福島第一原発の事故による影響を受けて

いる福島県の喜多方ＲＣがつながり、喜多方市に被爆樹木を植樹した様子が紹介されています。彼らの平和

への願い、復興への思いが１本の木に託され、被災者に勇気を与える象徴になる、そんなことが伝わる記事

です。是非ご一読いただきたいと思います。 
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もう一つの特集は、ロータリー親睦活動グループのひとつである囲碁同好会の国際大会についてです。 

最後に、今月の「クラブを訪ねて」は栃木県の益子ロータリークラブを紹介しています。 

陶芸家の濱田庄司によってその名を広めた益子焼ですが、民芸運動の舞台となっただけあって、宗像志功、

柳壮悦などといったそうそうたる名前が出てきます。是非ご覧ください。 

その他、今月もたくさんの読み応えのある記事が掲載されていますので、よくご覧いただければと思います。 

以上で６月号のロータリーの友の紹介を終わります。 

 

幹 事 報 告     倉持功典幹事 

週報受理クラブ   水戸ＲＣ、水戸西ＲＣ 

例会変更通知 竜ヶ崎ＲＣ  ６月１９日（火）午後６時３０分より 松泉閣 

 

会 長 挨 拶   石塚克己会長 

６月第１週の挨拶を申し上げます。いよいよ年度最終月を迎えました。先ほど

はニコニコとねぎらいのお言葉をいただきありがとうございます。残り１ケ月、余

力を絞って尻を叩いていきたいと思います。 

 先々週の例会以降、家族親睦ゴルフコンペや地区大会ご参加ありがとうござ

いました。ゴルフ初参加のメンバーもいらっしゃり、とてもうれしかったです。大

堀さん、並みいるシングルメンバー組に入ってのラウンド、お疲れさまです。 

 地区大会一日目では会長幹事会から晩餐会までのハードスケジュールプログ

ラムは５年前に経験していても骨身にこたえました。倉持幹事の「こりゃ、たまんないです、しんどいです」に

は５年前を思い出したりしていました。 

２日目RI会長代理のお話の中で「あなたはロータリアンで良かったと思う点がいくつありますか」という問い

かけが印象的でした。また世界の難病、奇病にかかった子どもたちを無償で救う小児科外科医の講演会に

は心を打たれました。 

さて今月はロータリー親睦活動特別月間です。当クラブ委員会活動としては先々週の家族親睦ゴルフで

事業は終了しましたが、残り３回の例会で対面するのも親睦ですし、本日夜の情報集会、来週の新旧委員長

会議、第７分区ゴルフコンペ、さよならパーティーなど親睦交流の場がまだまだ続きます。 

ここで白戸パストガバナーが以前、月信に投稿した記事を紹介したいと思います。 

「今月の親睦活動ですが、年度前半、地区内 56のクラブに公式訪問させて頂き痛感したことは、ロ

ータリーに対してのオリエンテーションと会員間の親睦が調和しているクラブは総じて「元気なクラ

ブ」「活気あるクラブ」と見受けられました。親睦と言うと、寄れば去ればお酒を呑むことのように

思われる人もいらっしゃるかもしれませんが、目的をもって物事を達成する。仮にロータリアンだっ

たら社会奉仕活動等を行い、その後お茶を飲み歓談をすることも親睦ではないでしょうか。又、時と

してお酒の入る親睦も「お酒が入らないと本音が出ない」等の言葉を聞くことがありますが、昔「お

酒は気遣いに水」とも言われました。度が過ぎると親睦ではなく喧嘩、諍いの基にもなりかねません。

常に相手を尊う心を忘れず、お酒を呑むと楽しく有意義な一時になるのではないでしょうか。親睦と

は相手を知り、相互理解を深めることと思います。会員の皆様「大人の親睦」に心掛けましょう。」

これより今年度委員会事業実績報告があります。どうぞよろしくお願い申し上げ以上、挨拶とします。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

時間が余りましたので、３点述べさせていただきます。 

①水海道ロータリークラブ Face Bookが開設されました。水海道ロータリークラブホームページにリンクして

ありますので、ご覧になってください。地区大会の様子など紹介されています。 

②本日夜インフォーマルミーティングは従来とは違う形式で行われます。企画をされた秋田委員長ありがと

うございます。また現在、職業奉仕委員会は委員長が長期に休まれていますが、委員の斎藤さんに「職

場見学はどうされますか」と話したところ「そりゃ、大変だ」と早速、東奔西走され実施に至りました。斎藤
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さん、ありがとうございました。 

③昨年度の規約改正で家族も入会できるようになりました。私事ながらローターアクトクラブを経験した娘

が数年後、ロータリーに入会する場合、親子会員として会費の緩和などの措置があれば、助かります。

次年度以降、諸先輩方でご検討をお願いできればと思います。 

 

２０１７－２０１８年度 事業実績報告    

雑誌委員会  鈴木茂徳委員長 

一年間、雑誌委員会で委員長を拝命しまして、みなさんにご紹介するために毎月

のロータリーの友をこれまで以上に熟読することで、全国、全世界のロータリークラ

ブで取り組んでいる活動やロータリアンの信念・想いをより感じることができまし

た。 

私自身も一人のロータリアンとして見習うべきところが多く、大変勉強になった一年

でした。 

これからも各地のロータリアンから様々な考え方、ものごとへの取り組み方などを

吸収して、未来志向で前向きに行動していきたいと思います。一年間、大変ありがとうございました。 

 

会員組織委員会  染谷秀雄委員長 

会員組織委員会は会員増強、選考分類、Ｒ情報委員会で組織され、今年度、そ

れぞれの委員会で連携し活動を進めて頂きました。その中でも、会員増強は、クラ

ブの存続のための永遠の課題であり、毎年地区の重点項目にも掲げられていま

す。今年度、残念ながら退会された会員もいましたが、若い２名の会員が入会し、

年齢構成においてもバランスの取れたクラブとなり、今後のクラブ運営に大いに期

待できると考えます。 

 

 

会員増強委員会  松坂興一委員長 

当委員会の事業実績について、ご報告もうしあげます。 

事業計画といたしまして、新入会員２名を掲げましたが会員皆さんのご協力で

達成することができました。御礼申し上げます。 

然しながら、退会者が 2名あり、現状維持に止まったことは残念であります。 

ただ有力な入会候補者も有り、次年度には、純増二名を達成し、55名体制を確

立出来るものと期待しております。 

 

 

会員選考・分類委員会  長塚 暁委員長 

今年度における当委員会の実績報告を致します。 

今期は、２名の推薦があり、会員選考の基準に沿って検討した結果、的確であると

理事会に報告しました。 

また、分類においてはいずれも充填分野における入会でありました。未充填分野

における入会を期待しておりましたが、本年度は叶いませんでした。 
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クラブ管理運営委員会  熊谷 昇委員長 

当委員会は、出席、親睦、プログラム、ＳＡＡの４つの委員会で構成されており、

例会運営の中心を担っております。各委員会共それぞれ具体的なプランや目

標を持って活動して頂き、「楽しく充実した例会」やいろいろ工夫を凝らした親

睦行事の企画に努めて頂きました。 

また、各委員会の連携はもちろん、委員会内の任務分担もしっかりやって頂き、

スムーズな例会運営を心がれて頂いたことに感謝申し上げご報告とさせて頂き

ます。 

 

出席委員会  五木田利明委員長 

一年間を振返りますと、お弁当の手配に追われた感があります。本来出席委員会

は、何をするのか・・・そんな中メンバーに助けられ一年間やっとやれた思いです。

個人的には、連絡がない場合はＳＡＡに、１０００円次週に入れてもらうとかクラブ

の決まりが必要なのかなと思った一年間でした。そして、本日ついに１００％のお

弁当個数でした。とにもかくにも、一年間出席委員会のメンバーに助けられここま

で来られた思いです。皆様ありがとうございました。 

 

 

親睦活動委員会  石塚利明委員長 

誕生日プレゼントに芽乃舎のだしセットをお渡ししました。 

９月９日 家族親睦納涼会：セルリアンタワー東急ホテルにてサプライズオペラに

皆さん感激して頂きました。 

１２月９日 家族親睦忘年会：ホテルグランド東雲にて、５５周年記念事業が終了後

忘年会をスタート。ＪＢＳのお笑いで笑い、お楽しみ抽選会では様々なプレゼント

に喜んで頂きました。 

４月２１日 家族親睦観劇会：六本木スターものまねエンターテイメントに芸能人のものまねに皆さん大爆笑。 

５月２４日 家族親睦ゴルフコンペ：水海道ゴルフクラブにおいて、優勝は染谷正美会員でした。おめでとうご

ざいます。 

一年間会員の皆様には大変お世話になりありがとうございました。 

 

ＳＡＡ委員会  前島 聡副委員長 

ＳＡＡ委員会は、例会の運営を「秩序正しく、厳正に」を常に心がけ、前島副委

員長、大串委員、更に年度終盤に入会された齋藤委員のおかげで、例会運営

が出来たこと感謝致します。また、急な例会欠席でも大串委員がおられることで

安心して欠席出来ました。改めて感謝申し上げます。 

ＳＡＡ委員会の重大任務であります「ニコニコボックス」につきましては、あと少し

で達成できる状況であります。ロータリーメンバーの皆様に心から感謝申し上げ

ますと共に、引き続き御協力の程お願い致します。 

最後に、例会設営に際しましては不手際もあり、ご迷惑をおかけしましたことお詫び申し上げ実績報告とさせ

て頂きます。 
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プログラム委員会  大塚令昌委員長 

２０１７－２０１８ 石塚・倉持年度のプログラム委員長を務めさせていただきまし

たが、昨年の１０月には大変皆様にご迷惑をお掛け致しましたが、副委員長並

びに瀬戸会員、また石塚会長にご協力を頂き例会を進めて参りました。また、

各委員長にも目標の中間報告等を頂きましたこと厚く御礼申し上げプログラム

委員長としての実績報告とさせていただきます。 

 

 

出 席 報 告   五木田利明委員長 

会員総数 出席者数 欠席者数 出席免除 メーク 出席率 

５３名 ４２名 １１名 ０名 １１名 １００．００％ 

 

ニコニコボックス  前島 聡副委員長               入金計 ￥44,000    累計 ￥1,794,000  

誕生祝御礼≪会員≫倉持・青木（英）  各会員  ≪ご夫人≫山牟田・軽部・齋藤（政）  各会員 

親睦ゴルフ、地区大会、お疲れさまでした。事業報告よろしくお願いします。  石塚（克）会員 

あと１か月よろしくお願いします。  倉持会員 

６月に入りいよいよ梅雨の到来です。皆さん充分に御自愛の程を！石塚年度も今月で終わりますが立派な

実績を残され、会長・幹事さんご苦労様でした。   松坂会員 

明日は第７分区のゴルフコンペです。晴れます様に！   青木（清）会員 

寒暖の差激しい折、皆様くれぐれもお身体にご注意下さい。  青木（英）会員 

石塚・倉持年度もあと１か月です。最後までガンバリましょう！！  熊谷会員 

皆さん、宜しく。  松村会員 

ラスト１か月、会長・幹事がんばって下さい。また本日当社社員が入籍しました。  石井会員 

親睦委員会の活動にご協力頂きありがとうございました。感謝！感謝！感謝！！  石塚（利）会員 

例会欠席しました。   大堀会員 

来週欠席します。   河合会員 

 

会報委員会  福田克比古委員長  荒井孝典副委員長  内村尚史委員  

 

 

 

 


