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例会予定   ６月１９日 会長・幹事 一年間を振り返って ／ 新旧委員会会議 

         ６月２６日 さよなら例会  於：糀屋 午後６時より 
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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  

２０１８－２０１９年度 事業実績報告 

                                        写真提供者：和久事務局 

 

２０１８－２０１９年度    会  長  染 谷 秀 雄    幹  事  古 矢  満  
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例会報告    VOL.５６  No. ３７ (No.2595)  ６月５日(水) 曇り (司会 鈴木勝久委員長) 

  本例会での主な事項 

◎会長挨拶            ◎２０１８－２０１９年度 事業実績報告 

        

 

ビ ジ タ ー 

    笠倉 勉様 （しもだて紫水ロータリークラブ） 

 

誕 生 祝  

       
≪会員≫倉持功典会員   青木英男会員 

≪ご夫人≫齋藤（政）会員  山牟田会員 

 

諸 報 告   

親睦活動委員会  鯉沼敦規委員長 

６月２０日（木） 親睦ゴルフ大会があります。カートを使用される方はお申し付けください。 

 

雑誌委員会  島田 勝委員長 

ロータリーの友 ６月号紹介 

【横書き】 

Ｐ３ ＲＩ会長メッセージ 

昨年７月ＲＩ会長に就任してからの一年を振り返り感じた事柄が述べられています。ロータリーには人々の

暮らしをよい方向に変える比類なき力があるということ、またロータリーの影響力は想像していたよりはるか

におおきなものでした。そして私たちが奉仕する地域社会で暮らす人達にとってのロータリー、そしてロー

タリアン自身にとってのロータリーの意味を理解するとロータリーの存在、その活動に対する愛着、称賛の

念が深まりますとのべています。 

Ｐ７ 特集では 

クラブ「広報力」 

印象に残るロータリーの作り方 

・広報のいろは 

・広報のツール 

・ロータリーを伝えるポスターについて 

ロータリーの広報をしたいけど、具体的に何をしたらよいか？そもそもの目的、一般の人々にロータリーを

知ってもらうためのポイント、コツ等詳細に紹介しています。クラブにおいても広報について話し合う事も必

要ではないでしょうか。 
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Ｐ１６ ２０１９年規定審議会報告 

ロータリーの根幹を決めるのは草の根ロータリアンということで、４月１４日～１８日 アメリカイリノイ州シカゴ

のハイアット・リージェンシー・シカゴで国際ロータリー２０１９年規定審議会が開催され、その内容がＰ１６～

Ｐ１９にかけ詳細に紹介されています。私たちも是非目を通してはいかがでしょうか。 

 

【縦書き】 

Ｐ４ スピーチ 

２０１８年国際ロータリー第２７８０地区第一グループＩＭでの特別講演で日本人のプロサッカー選手第一号

で現在横浜ＦＣ会長 奥寺康彦氏によるサッカーで見る世界観という演題で 

・プロスポーツとアマチュアスポーツの違い 

・ある監督との出会いが人生の変わり目 

・言葉が通じないチームでプレーする中で学んだ事 等 

自分の体験を通しての講演の要旨を紹介 

Ｐ９ 今月のクラブを訪ねては 

日本のロータリークラブの聖地、いつの間にか奇跡の自治体へということで、静岡県駿東郡長泉町にある

長泉ロータリークラブの紹介です。全国的な知名度はともかく、ロータリーで長泉を知らない人はいないと

言われており、日本のロータリークラブの創始者の一人、米山梅吉翁ゆかりの地であり、米山梅吉記念館

がある処です。米山梅吉は慶応４年（明治元年）の生まれで母の実家が三嶋大社の神職だった関係で少

年時代を三島、長泉で過ごし、約８年のアメリカ留学を生かし三井銀行の幹部として活躍し、三井信託の

初代社長であり、１９２０年（大正９年）に日本で初めてできた、東京ロータリークラブの会長を務め、貴族院

議員にもなっているということで、梅吉翁について詳細に紹介されています。是非ご一読ください。 

Ｐ２２ ロータリーアットワークでは 

多くのロータリークラブから投稿された活動の様子が紹介されており、参考になる奉仕活動があるかと思い

ます。 

 

幹 事 報 告  古矢  満幹事 

週報受理クラブ 水戸ＲＣ、水戸西ＲＣ、水戸東ＲＣ、水戸南ＲＣ 

例会変更通知 竜ケ崎ＲＣ ６月１８日（火） 午後６時３０分 松泉閣 

   牛久ＲＣ  ６月９日（月） 午後６時 霞月楼 

 

会 長 挨 拶  染谷秀雄会長 

早いもので、クラブの会長に就任して 11ヶ月が過ぎました。いよいよ、最後の月

となりこの会場でご挨拶するのも、あと三回だけとなりました。皆さんからは、だ

んだん寂しくなるぞとか、もっと長くやりたいだろと言われますが、今のところそ

のような思いは無く、むしろ、日ごと肩の荷が軽くなっていくのを感じているとこ

ろです。 

さて、皆さんの会社では、人手不足のお悩みは無いでしょうか。 

最近、どこの会社でも人が集まらない、仕事があっても社員の数が足らないた

め仕事を受注できないなどの話をよく耳にします。 

私の会社も同じで、ここ 2 年新卒の社員は増えていません。原因としては、景気回復による求人の増加、

少子化による労働人口の減少が考えられますが、これからも企業の多くが人手不足に悩まされるのは間違

いないようです。会社によっては給料を大幅に上げて社員募集をしたり、好きな時間に出社してもいいなど、
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働きやすい条件で募集している企業もあります。つくば市の外資系の大型スーパーコストコではパートの

時給が 1500 円、最近つくば市に進出したゾゾタウンでは時給 1400 円などといったように、零細企業では

出せないような金額です。このことを考えれば、益々中小企業には人は来ないのではないでしょうか。私の

会社でも 65 歳定年に就業規則を変えましたが、定年後も契約社員として残ってもらっているのが現状で

す。これは、どの業種でも同じだとは思いますが、外国人労働者の受入れや設備投資による機械の導入

で省力化も考えられますが、今働いてもらっている社員も年々、年を重ねていきますので何か打開策を見

出さなければなりません。色々と考えてはいますが、どのようにして行ったらいいのか分かりません。何かい

い方法があったら教えてください。話は変わりますが、この間、家族と一緒に外食に行き、帰りにコンビによ

りました。入口のところにはアルバイト大募集と書いた紙が貼られていまして、そのときはコンビニも人手不

足なんだなぁと思いました。そして、私がたばこを買おうとレジに向かったら、立っていた女の子を見ると、レ

ジのカウンターから頭しか見えなくて、制服もあまりにも大きく、とても不自然だったので、小学生ですかと

声をかけたら小学校 4 年生ですと大きい声で答えました。たぶん家族経営だと思いますが、よくやってるな

と感心しましたが、タバコの銘柄を言っても分からず、しばらくして別の子が持ってきてくれて助かりましたが、

お金を払うときに、小学生の子がレジを打つと同時に、年齢確認をお願いしますと言われたのが今でも印

象に残っています。 

 

２０１８－２０１９年度 事業実績報告   

会員組織委員会  瀬戸隆海委員長 

当委員会は、会員拡大及び会員対するロータリーの情報を提供し、ロータリー

に対する理解を求め、クラブの質の向上を目指して活動をしてきました。特に、

会員拡大は目覚ましいものがあります。しかし、新入会員に対するオリエンテー

ションも課題に挙げられております。この点については次年度に引き継ぎ、ロー

タリー情報委員会を通じて、会員全体において研修を重ねていきたいと思いま

す。 

 

選考・分類委員会  小島富雄委員長 

今年度における当委員会の実績を報告します。 

今期７名の推薦があり、会員選考の基準に沿って検討致した結果、適格であ

ると理事会に報告致しました。分類においては、いずれも未充填分野外もあり

調整をし、滞りなく入会の運びとなりました。 

追加した分類 

金融・保険・・・郵便局 

観光・サービス・レクリエーション・・・・美容・理容 

 

ロータリー情報委員会  海老原良夫委員長 

ロータリー情報委員会は今年度当初の事業計画と予算に基づきインフォー

マルミーティングを開催いたしました。開催にあたり染谷秀雄会長が示された

会長方針に沿って、入会３年未満の会員に限らず全会員で、夜の例会では

なく通常の昼間の例会場で、令和元年５月８日に開催いたしました。テーマは

『水海道ロータリークラブのこれまで そして これから』として、クラブ在籍５０

年以上の北村仁会員、４０年以上の鈴木邦彦会員、松坂興一会員に、それ

ぞれのお立場で、テーマに沿った卓話を賜りました。 
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その日の例会は、昭和３８年水海道ロータリークラブ創立以来通算２５９２回を数え、奇しくも令和元年幕

開けの初例会でありました。 

そこで「ロータリーは人生の道場である」とも云われる、その道場に半世紀にわたり通い続けてこられた３

人の会員卓話と例会場の風景を映像として記録いたしました。 

年年歳歳花相似、歳歳年年人不同と申しますが、私は４０歳で当クラブに入会をお許しいただき、本年

７０歳となりました。３０年間ロータリアンとして人生の道場に通い続けて参りましたが、入会直後に糀屋さん

で受講したインフォーマルミーティングを今も鮮明に覚えております。時は巡り、あの日、新会員として緊張

しながら先輩会員の講話を拝聴した私が、今年度はロータリー情報委員長として例会を主管する立場とな

りました。 

次年度以降も、その年年の情報委員会が新たな地平を拓かれ、水海道ロータリークラブが益々発展されま

すよう祈念して今年度の報告といたします。ありがとうございました。 

 

出席委員会  雨谷道夫委員長 

出席委員会では、例会時の会員各位の出欠状況を取りまとめ年間の出欠回数

及びメイクの回数を集計し、出席率を作成致しました。 

次に例会時のお弁当の手配を行いました。特にお弁当の手配につきましては、

余りを少しでも減らし、経費の削減に努め、会員各位の協力のもと、あくまでも予

測ですが、年間５８個、金額で６９,０４０円の無駄で済みました。ひとえに会員各

位の協力のお陰です。 

一年間、欠席報告にご協力頂きありがとうございました。この一年間はお弁当の

手配に追われたような気がします。 以上で実績報告と致します。 

 

親睦活動委員会  鯉沼敦規委員長 

事業実績報告 

１ バースデープレゼントについては、会員の皆様に「身体にいいもの」をコンセ

プトに、「無添加ジャム・国産はちみつ」をお渡ししました。 

２ 親睦行事については、日常生活の刺激となり、リフレッシュして頂くことをコン

セプトにしました。 

（１）２０１８年９月８日 納涼会：シンフォニー東京湾サンセットクルーズ 

 暑くもなく、東京湾の景色を堪能しながら、夕涼みを楽しむことができ ました。 

集合写真際の、染谷会長の船長姿が光っていました。 

（２）２０１８年１２月１日 親睦忘年会：ホテルオークラつくば 

和太鼓のサプライズ演出を用意しました。 

和太鼓の実演トライコーナーで、まさか私の息子が当たるとは思いませんでした。 

（３）２０１９年５月１１日 睦観劇会：セルリアンホテル（能・狂言） 

   思い切った試みでしたが、好評頂きありがとうございました。 

（４）２０１９年６月２０日 親睦ゴルフコンペ：水海道ゴルフクラブ 

一年間会員の皆様には大変お世話になり、有難うございました。 
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プログラム委員会  鈴木勝久委員長 

２０１８－２０１９染谷秀雄会長・古矢満幹事年度のプログラム委員長を務めさせ

ていただきました。会長幹事とコミュニケーションをとりながら、企画立案をさせ

ていただきましたが、なかなかアイデアを出すのも難しく、会長・幹事・委員会メ

ンバーの皆様のご協力を得ながら、何とか１年間務めることができました。委員

会メンバーには大変感謝しております。 

全部で５２週ある中、移動例会は２回、外部卓話は１４回 それ以外は会員卓

話と報告になりましたが、移動例会と外部卓話がもう少し企画できればよかっ

たと思います。 

進行にはお聞き苦しいところもあったと思いますが、メンバーの皆様のご協力で何とかまとめられたと思い

ます。１年間ありがとうございました。 

 

ＳＡＡ委員会  前島 聡委員長 

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、一年間運営

してきました。入会して初めての委員長で大変不安でしたが、斎藤政博副委員

長を始め委員の皆さんのお蔭で何とかやってこらました。委員の皆さんには改め

て感謝致します。 

また、最重要でありますニコニコＢＯＸについてですが、今年の目標額にはあと

少しで達成できる状況であります。これも会員の皆様のお蔭だと心から感謝致し

ます。 

そして、今年は私のミスで点鍾の出し忘れという重大なミスがありました。この場をおかりして深くお詫び申

し上げます。 

次年度の齋藤政博委員長はこのような事はないと私は確信いております。皆様期待してください。 

最後になりますが、ＳＡＡ委員長として一年間勉強させて頂いたことに皆様に感謝し、一年間のご報告とさ

せて頂きます。皆様本当にありがとうございました。 

 

雑誌委員会  島田 勝委員長 

年度初めの計画にそって次の事業を行いました。 

１． 毎月ロータリーの友の内容を一部紹介し、会員の皆さんに読んで頂けるよう

努めました。 

２． ロータリーの広報の一環として常総市とつくばみらい市の学校・市役所・図書

館等に配布し、地域の方々にロータリーを理解して頂けるよう努めました。 

３． 各委員長さんの協力を頂き、クラブの活動等をロータリーの友に投稿し紹介

したいと計画しましたが、残念ですが出来ませんでした。 

一年間ご協力ありがとうございました。 

 

会報委員会  石塚利明委員長 

１ 週報の発刊にあたり例会記録保存と会員の皆様に正確な情報発信を行い、

会員相互の調整を図ると共に他クラブへ情報提供を進めて参りました。 

２ 各委員会と連携を密にし、活動状況の報告で例会プログラムを予知し出席率

を高められることに繋げました。 

３ 紙面の校正については、皆様からの関心を頂ける様例会の風景写真など創
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意工夫を図り掲載致しました。 

４ 会員とクラブを繋ぐ唯一の情報手段として役割を果たして来ました。 

 

ＩＴ・広報委員会  荒井孝典委員長 

ＩＴ・広報委員会は、今年度はマイロータリーの登録者の増加を主な目標として事

業を行いました。登録者の増加につながるようにマイロータリーに未だ登録してい

ない会員より、登録するメールアドレスを確認し、事務局で登録していただきまし

た。その後、各会員へ登録方法を書面でお渡しし、登録を促しました。登録自体

は、各会員に自身のパソコン等から登録していただくしかないため、まだ微増にと

どまっております。未だ登録していない会員につきましては、各自登録していただ

けるよう改めてお願い致します。 

 また、各会員や事務局のご協力のもと当クラブホームページや各媒体を通じて、ロータリーの情報発信

ができたことを感謝申し上げます。 

 

出 席 報 告   雨谷道夫委員長 

会員総数 出席者数 欠席者数 出席免除 メーク 出 席 率 

５７名 ３７名 １７名 ３名 １７名 １００．００％ 

 

ニコニコボックス   齋藤政博副委員長             入金額  34,000 円   累計 2,003,000 円 

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

笠倉様ようこそお越し下さいました。   染谷（秀）会員 

６月に入り、本年度も残り 1 カ月となりました。皆様宜しくお願いします。  古矢会員 

間もなく梅雨入りです。  瀬戸会員 

会長・幹事・和久さん、今 お世話になってます。  五木田（利）会員 

第 7 分区のゴルフコンペでベストグロス賞を頂きました。  北村（英）会員 

間もなく梅雨いりとなり、私事ではありますが、仕事がしづらい時期となりました。  山中会員 

毎週出席とはなっておりませんが、引き続き宜しくお願い致します。  中山会員 

例会欠席しました。  染谷（正）・石井  各会員 

来週欠席します。すみません。  淀名和会員 

 

会報委員会  石塚利明委員長  内村尚史副委員長  軽部良一委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



６月はロータリー親睦活動月間 
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新コーナー「侃侃諤諤（かんかんがくがく）」原稿募集！ 

2019年 06月 01日更新【編集部より】 

 

2019－20 年度から、あるテーマを基にご意見を交換する新コーナー「侃侃諤諤（かんかんがくがく）」が始

まります。テーマは『友』誌上およびウェブサイトでお知らせします。「他のクラブはどうしているんだろう」「こ

れって、ロータリーの常識なの？」といった素朴な疑問を、いま一度「侃侃諤諤（遠慮することなく議論）」し

ませんか？ 

 

第１回のテーマは「例会の服装、どうしていますか？」。必ずスーツ？ 忙しいときは作業着でもＯＫ？ あ

なたのクラブの事例をご紹介いただき、それにまつわるご意見をお聞かせください（7 月 22 日締切）。投稿

規定の詳細は記入用紙（PDF）または 6 月号をご参照ください。 

 

併せて全国のロータリアンと侃侃諤諤してみたいというテーマも募集中。ふるってのご応募、お待ちしてお

ります！ 

 

記入用紙はこちら（PDF）※ダウンロードしてお使いください → kankangakugaku.pdf 

 

 

 

 

2020‐21 年度国際ロータリー会長にホルガー・クナーク氏が選ばれる 

2019年 05月 10日更新【国際ロータリーより】 

 

 

2020‐21 年度国際ロータリー会長に、ホルガー・クナーク氏（ドイツ、ヘルツォークトゥム・ラウエンブルグ・メ

リン・ロータリークラブ）が選出されました。 

 

会長指名委員会は、先月のスシル・グプタ氏の会長ノミニーからの辞任を受け、新たに選考を行いました。 

 

対抗候補者の氏名が提出されない限り、クナーク氏は 5 月 31 日に正式に会長ノミニーとなります。 

 

最新情報は、ロータリーウェブサイトをご覧ください。 
 

 

 

 

https://rotary-no-tomo.jp/tmp/info/kankangakugaku.pdf
https://my.rotary.org/ja
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