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９月は基本的教育と識字率向上月間
例会報告 ＶＯＬ．５５ Ｎｏ． ７（Ｎｏ．2526） ８月２３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
◎第７分区クラブ訪問感想 セクレタリー各位

ビ ジ タ ー
地区ロータリー財団奨学会・学友担当 大堀健二様（つくば学園ロータリークラブ）
２８２０地区で３名の方（全て７分区より）が、グローバル補助金奨学生となりました。補助金は一人３万ドルで
す。これからも財団への寄付宜しくお願い致します。
グローバル補助金奨学生

園田裕明様
この度ご支援を頂きロンドンの大学へ行くことができました。あ
りがとうございます。９月４日より授業が始まります。終わりまし
たら、ルワンダに帰って今貧困で苦しんでいる人達の助けにな
れるよう頑張りたいと思います。

財 団 表 彰

石井康弘会員（ポールハリスフェロー） 長塚 暁会員（マルチプル４）
２０１６－２０１７年度会計報告
北村英明前年度幹事
会計報告・・・別紙の通り
会計監査報告 熊谷 昇監査委員
２０１６－２０１７年度、水海道ロータリークラブの収支決算について、
関係諸帳簿と証拠書類について監査した結果、すべてに符合して
おり適正でありましたことを報告致します。
・・・・・・・・ご承認ありがとうございました・・・・・・
報

告
倉持功典幹事
週報受理クラブ
なし
例会変更通知
なし
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山野井周一会員（マルチプル２）

９月は基本的教育と識字率向上月間
会 長 挨 拶

石塚克己会長
会員の皆様、こんにちは。８月第４週の挨拶を申し上げます。
財団グローバル補助金奨学生の園田様、つくば学園ロータリークラブの大堀
様、ようこそお出でくださいました。
本日は夕方に会長経験者の集いがありますが何卒、よろしくお願いいたしま
す。
昨日は青木清人ガバナー補佐とセクレタリーの石井会員が竜ヶ崎ロータリー
クラブ公式訪問に出席されています。お疲れさまです。
８月会員増強月間も今日で最終の例会になります。第２週にて松坂会員増強
委員長さんのお話のとおり、会員増強への意識を継続して高めていただきたく思います。同様に退会防止も
重要で、健康上、職業上の都合により、欠席が続く会員へのフォローも大切です。
そのような会員には現在、倉持幹事、鈴木勝久会員が欠かさず週報を届けています。
また、肩の脱臼で長らく休まれている登坂会員には先日、倉持幹事とともに週報を届けてきました。もうすぐ
出席できるとの笑顔、元気な姿に胸をなでおろしました。
本日、「ロータリー入門書」について触れたかったのですが、時間が足りませんので、週報にてご覧くださ
い。↓
・・・
・・・７月新年度がスタートしたときに「ロータリー入門書」が配布されました。新手続要覧に比べ、とて
も読みやすい冊子です。その中の「はじめに」の項に注目していただきたく、紹介します。（太字原
文抜粋）
「かつてコン・ウェイ RI 会長は『あなたはロータリアンですか、それともただの会員ですか』と問い
かけています。こんな皮肉な質問が出たのは、会員の数は増加したが、その割には真のロータリア
ンが増えていないと考えたからではないでしょうか。」
約４５年前の問題提起ですが、現在も同様な記事や記述を目にしませんか。
「私が新米のころ、先輩にいろいろ質問すると『だんだんに分かるよ』というだけの答えで、事実ロ
ータリーが何であるか、なかなか分かりませんでした。」
当時をこう振り返っています。やがて、この著者はガバナーノミニー指名を受け、猛勉強されたと
か。
「だんだんに分かるよ、ではせっかく入会しても嫌気がさして、例会欠席、ついには退会という破
目になりかねないと案じられます。しかるにあえて『ロータリー入門書』などというものを執筆してみる
気になった所以でもあります。」
ロータリー在籍の中で、いろいろなことが分かったり、発見したりする反面、未知の部分も多々あ
ることは私も同様です。・・・

（以上、例会で省略）
このあと入会歴２年の前島会員、３年の大澤会員、５年の石井会員、９年の古矢会員、鈴木勝久会員、１８
年の染谷秀雄会長エレクトに報告を頂きます。
こうした入門書同様「ロータリーとは、クラブとは何か」それぞれの立場で見て、感じたクラブ訪問感想を聞
けることはとても貴重な時間になると思います。
タイムリーなプログラムを組んでいただいた大塚委員長はじめセクレタリー各位のご協力に感謝です。どうぞ
よろしくお願い申し上げ、会長挨拶とします。
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第７分区クラブ訪問感想
前島 聡セクレタリー
皆さんこんにちは。セクレタリーの前島です。
本日は、「セクレタリーになって」という事で一言ご挨拶させて頂きます。
まず初めに、青木ガバナー補佐、私をセクレタリーに選んで頂きまして有難う御座
います。
ロータリーに入って１年くらい経ちますが、セクレタリーに選んで頂いたお陰で他
のクラブの例会に出席する事が出来ました。大変勉強になりました。
皆様にお伝えしたい事は３つです。
① 活動内容
今回２回訪問させて貰いました、偶然にも、２回とも竜ヶ崎ロータリークラブさんでした。最初は緊張しましたが、
竜ヶ崎ロータリークラブさんは凄く温かく迎えて頂きまして、楽しく参加する事が出来ました。感謝申し上げま
す。
② 当クラブとの違い
雰囲気…当クラブには、女性会員がおりません。竜ヶ崎ロータリークラブさんは会員の役２割弱が女性です。
女性が居るだけで、こんなに雰囲気が明るくなるんだなと個人的に思いました。
ＳＡＡの仕事…ワンコインが無い事、昼食中のＢＧＭが無い事と違いがある事に驚きました。偶然なのかも知
れませんが、ニコニコボックスのコメント欄に「週報に写真が載りました」というコメントで、寄付をしてくれる方
が半分位居た事には特に驚きました。写真を載せるだけでニコニコボックスに寄付をしてくれるとは良いなと
思いました。
③今後の予定
１０月２３日、牛久ロータリークラブでガバナー公式訪問が残されております。丸一日かかるという事で大変そ
うだけど一生懸命頑張ります。
最後になりますが、せっかくセクレタリーに選んで頂いたので、少しでも青木ガバナー補佐のお役に立てるよ
うに、最後まで一生懸命頑張りますので宜しくお願い致します。
以上で、一言ご挨拶させて頂きます。有難う御座いました。
大澤 清セクレタリー
私は、先般７月１０日に牛久ＲＣへ同行させて頂きました。
牛久ＲＣは、ご存知の通り、会員数３６名であり、その内、女性会員が２名おられま
した。程よく和やかな例会だと感じました。
当日は、委員会報告が行われ、私は水海道ＲＣの例会と重ね合わせながら拝見し
ました。
そこで、ＳＡＡ委員会を担当する立場から申し上げますと、水海道ＲＣとの相違点
は、以前より先輩会員からＳＡＡの位置付けがクラブによって違う旨の聞いておりましたが、牛久ＲＣでのＳＡ
Ａは司会を含め例会運営に徹しており、活動の一つであるニコニコＢＯＸについては専門の委員会を設けて
いました。そしてもう一つは、お祝いの行事である誕生日の他に結婚記念日がありました。ニコニコの金額は
確認しておりませんが、やはり目標金額達成の為、試行錯誤しているのかなと想像します。
さらに牛久ＲＣの目標金額は１６０万円と言う事ですが、前年度は１５８．５万円との事でほぼ達成しておりまし
た。会員数３６名で目標金額が１６０万円は水海道ＲＣと比較しますと、会員一人当たり約６千円高い設定であ
ります。
最後になりますが、私自身セクレタリーや、他のクラブへのメーキャップも初めてと言う事もあり、色んな意味
で勉強させられました。また今回セクレタリーとしての報告は、青木ガバナー補佐は立派にご挨拶をされた旨
の報告となります。以上です。
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石井康弘セクレタリー
初めてのセクレタリーを仰せつかり誠にありがとうございます。未熟が故、不慣れ
な点も多々ありますが、何卒、宜しくお願い致します。
私は 7/13（木）に取手ロータリークラブ様、8/22（火）竜ヶ崎ロータリークラブ様（保
延ガバナー公式訪問）に青木清人ガバナー補佐のもと同行させて頂きました。
率直な感想で話させて頂きますと、当クラブと各クラブとの違いやロータリーに対
する姿勢を比べさせて頂きました。
その中で何点か気付いたことの一つとして、「例会に望む姿勢」です。緊張感を持
ちピリピリ張り詰めた空気というよりも、一つ屋根の下という感じの家族感が非常に強く感じました。両クラブと
も快く我々を受け入れてくださり、ロータリアンとしての志を鑑みることが出来ました。また次に、「SAA 委員
会」についての非常に強い思いと重要性も重ねて感じさせて頂きました。
SAA 委員会とは、「会場設営＝例会総指揮官」というような非常に重要なポストであります。ニコニコ BOX の
本来の意味や例会設営への工夫、様々な観点から例会を良くも悪くもできる委員会であるということを深く感
じさせて頂きました。
また、幹部役員を繰り返し務めるといった「会員不足」は、現在のどのクラブでも重要視しなければならない問
題です。両クラブや当クラブも同様であり、「質と量」の重要性にも深く考えなければならないと痛感致しまし
た。
この先も数クラブの訪問も控えておりますが、いろいろな視点で「良いところは真似る謙虚さ」を常に持ち思い
ながら、未熟ではありますがセクレタリーを全うしたいと思います。
本日は、ご清聴ありがとうございました。
古矢 満セクレタリー
私は、去る７月１４日（金）に龍ヶ崎中央ロータリークラブへ青木清人ガバナー補佐
のセクレタリーとして同行してまいりました。
当日は夏真っ盛りのとても暑い日でしたが、クラブ例会場が「ザ・龍ヶ崎カントリー」
のクラブハウス内でしたので、とても涼しく快適な会場で助かりました。
セレモニーをして、ガバナー補佐のご挨拶の後、ちょうど当日に新入会員の入会
セレモニーがあり、そこで龍ヶ崎中央の会長より青木ガバナー補佐へバッジの授
与をしてくれとのことで、青木ガバナー補佐が新入会員の胸へとバッジをつけることとなりました。その新入会
員の方は、幼稚園を経営されている女性会員でしたので、思ったより時間がかかってお付けになる様子をヒ
ヤヒヤして見ておりました。
そしてその日は、弁護士をされている会員の方の会員卓話でした。
テーマが「痴漢の冤罪について」の内容でしたので、先ほどのバッジ授与の残像が残りつつ興味深く拝聴を
いたしまして、終了後無事青木ガバナー補佐宅へ帰ってまいりました。
とても楽しいクラブ訪問でしたと感想を述べて報告といたします。
鈴木勝久セクレタリー
7 月 7 日、青木ガバナー補佐と守谷ＲＣの例会に出席させていただきました。
場所は守谷市民交流プラザ、守谷側の出席者は 3 名でした。
守谷ＲＣの例会に出させていただくのは初めてでしたが、皆さんから守谷ＲＣの
お話を聞く通りで、水海道ＲＣとの大きなギャップを感じました。
例会は少人数、服装も自由、集まり次第開始するという感じでアットホームな雰
囲気で始まりました。
例会プログラムは会長挨拶、幹事報告、青木ガバナー補佐のあいさつでした。
幹事報告の中で年間の行事予定表を見せていただいたのですが、基本は月２回の例会、それ以外は取手Ｒ
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Ｃとの合同親睦会が予定されていてなかなか少人数での運営も難しいのかなと感じました。
９／８の守谷ＲＣのガバナー公式訪問には私も再度同行させていただくのですが、どのような公式訪問にな
るのか楽しみにしております。
染谷秀雄セクレタリー
８月４日、青木ガバナー補佐、瀬戸地区国際奉仕総括委員長と守谷クラブに訪問
してきました。当日は我々のほか、地区財団委員の大堀様、グローバル補助金の
新生にて採択された学生の方、そして守谷クラブの会員４名で例会が進められま
した。
守谷クラブは夜の例会で食事後に会長挨拶、青木ガバナー補佐の挨拶で始まり
ましたが、例会のテーマはなく、また卓話もないため、出席者全員が挨拶し、その
後座談会で例会は終了しました。

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

３８名

１４名

０名

４名

８０．７７％

ニコニコボックス 大澤 清委員長
入金計 ￥37,000
累計 ￥379,000
セクレタリーの皆様、本日は報告宜しくお願い致します。 石塚（克）会員
青木清人ガバナー補佐、セクレタリーの皆さん、連日お疲れ様です。本日宜しくお願いします。倉持会員
地区委員の大堀様、ようこそ。 染谷（秀）会員
８月１１日きぬ川花火大会、８月１５日石下将門祭り、夏の観光協会の行事が一段落しました。とりわけ花火大
会の人出は、例年より多く１３～１４万人くらいだそうです。 熊谷会員
園田さんをよろしく。
瀬戸会員
園田さん、ロンドンで益々知識を得て、今後ともご活躍ください。応援していますよ！！ 北村（英）会員
竜ヶ崎ロータリークラブの公式訪問へ行ってきました。とても出席率が良かったと実感しました。石井会員
残暑お見舞い申し上げます。 秋田会員
残暑はなはだ厳しい折、皆様くれぐれもご自愛下さい！ 青木（英）会員
今週は特に暑くなるそうです。お身体ご自愛下さい。 大澤会員
ループタイ忘れました。 福田会員
只今、外装工事中につき、大変皆様にご迷惑をおかけしています。
染谷（昭）会員
先日の亡き父の葬儀に際し、会員の皆様に会葬いただきまして誠にありがとうございました。 内村会員
例会早退します。 島田会員
例会欠席しました。
山野井会員

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

