ＲＩ２８２０地区

２０１７－２０１８年度 ＲＩ会長 イアン Ｈ．Ｓ．ライズリー氏
例会予定

７月１９日 各委員会事業計画発表
７月２６日 研究会報告

ＶＯＬ．５５ Ｎｏ． ２（通算Ｎｏ．2521）
２０１７年 ７月１２日（水） 例会プログラム
点
鐘
ロータリーソング・四つのテスト
ビジター紹介
出 席 報 告
ＳＡＡ報 告
諸 報 告
幹 事 報 告
会 長 挨 拶
各委員会事業計画発表

石塚克己会長

倉持功典幹事

２０１７－２０１８年 度
会 長
石 塚 克 己
幹 事
倉 持 功 典
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．５５ Ｎｏ． １（Ｎｏ．2520） ７月５日（水）晴れ （司会 大塚令昌委員長）
本例会での主な事項
◎会長挨拶並びに方針
◎幹事あいさつ

襷の引き継ぎ

斎藤広巳直前会長→石塚克己新会長へ
記念品贈呈

石塚克己新会長→斎藤広巳直前会長へ
誕

生

北村英明直前幹事→倉持功典新幹事へ

倉持功典新幹事→北村英明直前幹事へ

祝

≪会 員≫石塚克己会員 山牟田 博会員
北村 仁会員 瀬戸隆海会員
≪ご夫人≫青木（清）会員

五木田利明会員
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鈴木邦彦会員

島田 勝会員

幹 事 報 告
倉持功典幹事
週報受理クラブ
なし
例会変更通知
竜ヶ崎ＲＣ ７月２５日（火） 午後６時３０分～ 松泉閣
牛久ＲＣ ７月２４日（月） 午後７時～ 清瀧
７月３１日（月） 休会
幹 事 挨 拶
皆さんこんにちは。今年度、幹事を務めさせていただきます。
どうぞよろしくお願いいたします。
一昨年のある日、石塚克己会員より一杯やろうと、お声をかけていただき、出
かけていきましたところ、幹事というお話をいただきました。全く予期せぬこと
でしたのでいろいろなことが頭の中を駆け巡り、とても混乱しましたが、もうこ
の時点で決まってしまったんだと諦めて今日に至った次第です。
前年度は会計を務めさせていただきましたので、ロータリーについて少しは
勉強しようと思っておりましたが、一年間ずっと戸惑ったままで終わってしまし
ました。
幹事職を全うする自信はありませんが、お受けした以上は、会員の皆さんに、
そして石塚会長にご迷惑のかからぬように連絡を密に、気配りを忘れぬよう
努力してまいります。そして 1 年後には心の底から笑って、襷の引継ぎをしたいと思っております。
一年間、どうぞよろしくお願いいたします。
会 長 挨 拶

石塚克己会長

年度初めのごあいさつを申し上げます。「ついにこの日が来てしまっ
た」スタート時のゴルフティーショットのように緊張感に包まれてこの場に
立っております。
先ほどはニコニコにたくさんのお祝い、励ましのエールを頂き、誠にあ
りがとうございます。先輩方が築いてきた伝統あるクラブの会長として身
が引き締まる思いです。
はじめに前年度斎藤会長、北村英明幹事におかれましては常総大水
害復興２年目年度として数々の意義多き事業や活動を遂行されましたこ
とに敬意を表するとともに、心よりお疲れさまという気持ちでございます。
どうぞこの一年だけはゆっくりされてください。
先ず、会長経験者の皆様がこの場で今日までの経緯や心境を語られましたように、正直な心情を述べさせ
ていただきます。入会以来２０年が過ぎました。お世話になっている松村さんから「ロータリークラブへ既に名
前を登録してあるので、お昼ご飯を食べに来ればよい」と言われました。・・騙されました・・。（笑）
当時の会長は松坂さん、幹事が小島さんでした。省みますれば入会後、数年はロータリーという田んぼに
片足だけ入れて、目的や内容もわからずに何かと逃げていた不良ロータリアンでした。よく松坂さんから「石
塚くん、もっとロータリーを楽しみなさいよ」と言われたことを思い出します。
島田・秋田年度のときには、よく逆らいました。国際奉仕委員長として大阪世界大会参加プロジェクトを依
頼され当時の島田会長に「こうした事業はクラブでやるのではないでしょうか」と詰め寄ったところ、「そういうこ
とはね、国際奉仕委員会で行うものですよ」たしなめられたり、地区協議会が統一地方選挙投票日と重なり当
時、副幹事の秋田さんに「ロータリーって、こんな日に勉強会をやるのですか、どう考えてもおかしい」と食っ
て掛かったり。今思えば柔道、空手の師範に背負い投げや、蹴りを入れられなくてよかった・・と。（笑）
北村ガバナー年度に月信の校正編集委員になりました。委員長の瀬戸さんと編集会議日程のことで大口
論し、悪態をついたら、瀬戸さんは笑顔で「出られない場合は結構ですよ」仏様に怒りをぶつけて天罰が下ら
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なくてよかったなどなど、まさに若気の至りの日々。
そんな自分でも入会時は一番下だった在籍場所からたくさんの会員が入会され、一年一年、上に押し上
げられ、会員の皆様と長年の誼（よしみ）を結ぶことができましたこと、いろいろな意味で育ててくれた水海道
クラブに感謝しつつ、恩返しの一年になることができればと思います。
会長として年度方針ですがＲＩ・地区方針についてはロータリーの友、ガバナー月信を参照していただくこ
ととして、５つの項目にしぼり、述べさせていただきます。
1-例会に始まり例会に終わる
ロータリアンとして時間的にも交流という点でも、最もかかわりを持つのが例会でございます。不易流行とい
う四字熟語がありますが、いつまでも変化しない本質的なものを忘れない中にも、新しく変化を重ねているも
のをも取り入れていく。水海道クラブの伝統を引き継ぎ、節度ある中にも楽しい時間、情報発信と共有する、
魅力ある例会を求め続けていきたいと思います。プログラム、ＳＡＡ，出席委員会の皆様他、会員の皆様のご
協力をお願い致します。昨年度は瀬戸委員長が仏の思し召しを提供、今年度は大塚委員長より神の思し召
しを期待しております。次週、事業計画の発表がありますが、大塚さんから卓話等の依頼がありましたら、ご
利益をいただけるものと思います。
2-会員増強を推進
当然のことながら、私が入会したときは構成上一番下でした。以来２０数年、皆様のご紹介によりたくさんの
方々が入会され、現在でも分区内で一番多い５０名体制のクラブでもあります。しかしながら、これまで以上
に新会員を増やしていかねばならないと感じているのは私だけでないと思います。婿の身である私は水海道
に住んで３０数年になりますが、会員の皆様の多くはこの地で生まれ、相当な人脈をお持ちのことと思います。
おひとり 1 名を紹介すれば１００名以上のクラブになりましょうが、少なくともその一割の会員候補紹介をこの
数年にお願いしたく存じます。
3-委員会事業について
クラブには２０の委員会があります。予算の多い委員会、少ない委員会、実働的な委員会、理念や哲学に
基づいた精神的支柱となる委員会など、すべての委員会がそれぞれに重要な役割を担い、まさにクラブ運
営の基礎となります。ツウンバ交換学生事業でいえば国際奉仕委員会と青少年奉仕委員会の連携、他、社
会奉仕委員会と公共イメージ委員会との連携など、いろいろな意味で委員会相互の関連が求められてきま
す。クラブ運営活性化のために情報交換、情報を共有しつつ、委員長さんを中心に手を携えて、活動を推進
していただきたく、お願いいたします。
4-クラブ事業について
年間とおして、クラブとして取り組む事業がいくつかあります。２８２０地区事業の一環としてガバナー公式訪
問、地区大会がありますが、自クラブ以外のロータリアンとの交流を広める機会でもあります。どうぞたくさん
のご参加、ご出席をお願いいたします。
さらに今年度は他に重要なクラブ事業が２つございます。
１つ目は当クラブから第７分区青木清人ガバナー補佐を輩出しました。既に７月からセクレタリーとともに、
分区内訪問が始まっています。来年２月にはインターシティーミーティングをホストとして開催します。どうぞ
良い男前の青木清人ガバナー補佐をそれ以上の男にしてくださるよう、ご協力お願いいたします。
２つ目は「これまでの５０年これからの５０年」記憶に新しい５０周年記念式典から早５年が過ぎ５５周年記念
式典を迎える年度となりました。当時の実行委員長であった鈴木豊さんが他界され、会長であった青木正弘
さんが退会され、当時幹事として支えていた日々を思えば、５５年の節目に会長年度となったことに因縁を感
じます。現在の青写真では水海道クラブ内で忘年会を兼ね、つつましやかに開催したいと思っていますが、
どうぞ会員皆様のご理解ご協力をお願いいたします。
5-エンジョイロータリー
最後に１０年ほど前、青木清人会長・熊谷昇幹事年度のクラブスローガンは「エンジョイロータリー」でした。
現在はクラブ＝RI・地区方針ですが、年間とおして会員の皆様とともに楽しく過ごしていきたいと思います。倉
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持幹事はとてもまじめで、汗かきで、常に左手に団扇をもって、実働的に動いてくれそうです。どうぞ運命共
同体として倉持幹事、染谷秀雄会長エレクト、古矢会計とともに一生懸命、クラブのためにがんばります。
一年間のご支援ご協力をお願いして会長あいさつといたします。
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

５２名

４０名

１２名

０名

２名

８０．７７％

ニコニコボックス 大澤 清委員長
入金計 ￥196,000
累計 ￥196,000
誕生祝御礼≪会員≫鈴木（邦）・北村（仁）・島田・石塚（克）・瀬戸・五木田（利）・山牟田 各会員
≪ご夫人≫青木（清）会員
一年間一生懸命がんばります。会員の皆様どうぞよろしくお願い申し上げます。 石塚（克）会員
本年度よろしくお願い致します。 倉持会員
石塚・倉持年度のスタート、お祝い申し上げます。 斎藤会員
石塚会長・倉持幹事の御活躍をお祈り致します。 北村（英）会員
石塚会長・倉持幹事、ご苦労様です。 染谷（秀）会員
今年度一年間宜しくお願いします。 古矢会員
プログラム委員会を宜しくお願い致します。 大塚会員
石塚・倉持年度の門出を祝して。
鈴木（邦）会員
役員の皆様就任おめでとう！活躍を期待します。 北村（仁）会員
いよいよ石塚・倉持年度の船出です。航海の無事を祈って、乾杯！ 松坂会員
石塚会長一年間頑張って下さい。 小島会員
今年も宜しくお願いします。 草間会員
ガバナー補佐の仕事が本格化してきました。１年もつのですかね？ 青木（清）会員
石塚会長、倉持幹事いよいよスタートです。一緒に頑張りましょう。宜しく！ 島田会員
石塚会長・倉持幹事年度、ご活躍を祈っています。 秋田会員
石塚会長、倉持幹事、一年間お世話になります。青木ガバナー補佐も１年間頑張ってください。松村会員
本年度宜しくお願いします。石塚会長、倉持幹事一年間健康で頑張って下さい。 大串会員
石塚・倉持年度のスタートです。楽しく元気にやりましょう！ 熊谷会員
石塚・倉持年度の出航おめでとうございます。 白井会員
ＳＡＡの大串先生、存在感が大きいですね。 武藤会員
本年度もよろしく。 瀬戸会員
新年度、会長・幹事、各委員会の皆様何卒宜しくお願い致します。 石井会員
石塚会長・倉持幹事、一年間宜しくお願いします。
青木（英）会員
石塚会長、倉持幹事一年間宜しくお願い致します。ニコニコＢＯＸの用紙を前年度より多めに置いてあります。
大澤会員
本日から新年度のスタート、気持ちを引き締め宜しくお願い致します。 大堀会員
石塚会長・倉持幹事、今年度宜しくお願い申し上げます。 五木田（裕）・松崎・山野井・長塚・雨谷・前島・
石塚（利）・荒井・五木田（利） 各会員
和久事務局
新年度会長・幹事頑張って下さい。早退します。
染谷（昭）会員

会報委員会

福田克比古委員長

荒井孝典副委員長
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内村尚史委員
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