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2018-2019 年度 RI 会長 バリー・ラシン 

 

例会予定  ７月１８日 2018-2019 年度事業計画発表 三枝ガバナー補佐来訪 

        ７月２５日 地区研究会報告 

 

VOL.５６  Ｎｏ． ２ （通算Ｎｏ．2560） 

 

２０１８年７月１１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                            染谷秀雄会長       古矢  満幹事 

2018-2019 年度事業計画発表 

 

２０１８－２０１９年度    会  長  染 谷 秀 雄    幹  事  古 矢  満 

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 3 階                        釜久ビル 3 階 

毎週 水曜日 12：30～13：30 ☎0297-22-1251    ℡ 0297-30-0875    Fax 0297-30-0876 

                                  Email mitsu-rc@lapis.plala.or.jp 

                                             URL http://www.mitsukaido~rc.jp/ 

水海道ロータリークラブ 

mailto:mitsu-rc@lapis.plala.or.jp
http://www.mitsukaido%7Erc.jp/


2 
 

例会報告    VOL.５６  No.  １(No.2559)   7 月 4 日(水) 曇り (司会 鈴木勝久委員長) 

  本例会での主な事項 

◎会長挨拶並びに会長方針    ◎幹事挨拶 

 

襷 の引 継 ぎ 

  
石塚克己前会長→染谷秀雄新会長へ    倉持功典幹事→古矢 満新幹事へ 

 

記念品贈呈 

  

染谷秀雄新会長→石塚克己前会長へ    染谷秀雄新会長→倉持功典幹事へ 

 

誕 生 祝 

 

≪会員≫島田 勝会員  瀬戸隆海会員  石塚克己会員  五木田利明会員  山牟田 博会員 

      北村 仁会員  鈴木邦彦会員  河合恒芳会員 

≪ご婦人≫青木(清)会員  内村会員 
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幹 事 報 告  古矢  満幹事 

週報受理クラブ 水戸ＲＣ、水戸西ＲＣ 

例会変更通知 竜ケ崎ＲＣ  ７月１７日（火） 午後６時３０分より 松泉閣 

  牛久ＲＣ   ７月２３日（月） 午後７時より 清瀧 

幹 事 挨 拶  古矢  満幹事 

皆様こんにちは。本年度、幹事を仰せつかりました古矢です。 

先程は、５６年という歴史のある水海道ロータリークラブの名に恥じぬよう、身を引

き締めて幹事の襷を預かりました。 

さて、私は４０歳のとき青年会議所を卒業後、入会させていただき、以来１０数年が

経ちました。その間様々なクラブ委員会の活動をさせていただきながら、前年度は

会計を担当しまして少しずつですが、ロータリーとはが、分かりかけて来ておりま

す。 

先日のインフォーマルミーティングでも話になりました、ライオンズとロータリーの違い。どちらも社会奉仕の

団体ですが「We Serve」ではなく「I Serve」。 

我々ではなく、会員一人一人が奉仕活動をする集まりの団体。という理念のもとロータリー活動を皆様ととも

に満喫し、胸を張って新しい会員を勧誘できるように、楽しく実りのある活動をしていきたいと思います。本

日も例会終了後の理事会に、２名ほど新入会員の上程をさせて頂きますのでよろしくお願いします。 

最後になりますが、本年は昔からの先輩でもあります、染谷秀雄会長の下で目立たず静かに縁の下の力

持ちで、そして挨拶は短めに、幹事の職を頑張ってまいります。 

皆様のご協力ご鞭撻をお願いしまして、ご挨拶とさせていただきます。 

一年間どうぞ宜しくお願いします。 

 

会 長 挨 拶  染谷秀雄会長 

2018－2019 年度、水海道ロータリークラブ第 56 代会長を務めさせていただき

ます、染谷秀雄です。どうぞ 1 年間よろしくお願いいたします。 

青年会議所を卒業と同時に、松坂興一会員、鈴木豊会員のご推薦をいただき、

水海道ロータリークラブに入会させていただき、20 年になろうとしています。その

当時は、青年会議所を卒業してすぐにロータリークラブに入会するなどとは思って

いませんでした。先輩方からは、卒業したらすぐにロータリークラブに入会するよう、

何度かお誘いがありましたが、まだ早いとお断りしていました。ある日、青木清人会員から、今日、何人かで

酒を飲むから来いと誘われ、同じく青年会議所を卒業し入会を薦められた武藤会員と一緒にその場所に行

き、ロータリークラブ入会の件はお断りするつもりでした。しかし、部屋に案内されると、そこには大勢のロー

タリアンが座っていて、いきなり拍手で迎えられ、いつの間にか歓迎会になってしまい、お断りするつもりが、

入会予定者として紹介をされ、後日、入会の手続きをし、入会することとなりました。入会当初は、例会場に

来ても、どこに座ればいいのか、何を話せばいいのか分からず、会話にも加わることすら出来ませんでした。

毎週水曜日は緊張して例会に臨んだのを今でも覚えています。しかし、いろいろな委員会活動を通して、

諸先輩方にお世話になり、ロータリアンとしての心得を学び、また、地区委員として 5 年間、青少年奉仕委

員会に出向し、ライラ委員として県内クラブのロータリアンと交流し、奉仕活動の重要性など、多くのことを

学びました。私が高橋賢吾ガバナーと初めてお会いし、一緒に泊り込みでライラセミナーの参加者のお世

話をしたのもこの頃でした。そういった意味から、私はロータリー活動のなかで、いろいろな経験をさせてい

ただきました。しかし、ロータリーの精神、奉仕活動の意義など、まだまだ学ばなければならない事も多く、

クラブ会長として重責を全う出来るか、大変不安でもありますが、皆様の協力を仰ぎながら、充実したクラブ
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運営に努めて行きたいと考えています。今年度、幹事に古矢満会員を指名させていただきました。ご存知

の方もいらっしゃるかと思いますが、古矢会員は青年会議所をはじめ、商工会、法人会など各方面でリー

ダーシップを発揮してきました。信頼も厚く、また、行動力もあり、クラブ幹事として大いに活躍してくれること

と思います。今年度は良きパートナーと、力を合わせ、一緒にクラブの活性化を図りながら、クラブ運営を進

めて行きたいと思います。会員の皆様、ご協力いただけますよう、よろしくお願い致します。 

 

 それでは、今年度の年度方針を発表させていただきます。 

 

今年度のＲＩテーマは「インスピレーションになろう」です。 

直訳すれば「ひらめき」ですが、バリー･ラシンＲＩ会長は、ロータリアンはロータリーをよく知り、全世界、地域

社会におけるロータリーの役割を理解し、ポールハリスが思い描いた平和な世界の実現のため、インスピレ

ーションを芽生えさせ、奉仕活動を通じて、持続可能な影響、変化をもたらしましょうと訴えています。このこ

とを受け、高橋賢吾ガバナーは地区スローガンを「ロータリーの心と力を地域社会へ」とし、我々ロータリア

ンが力を合わせ、奉仕に対する篤い心と、変化を生み出す独創的な力で、活力ある地域社会を創り出そう

と訴えています。 

 

2018－2019 年度：地区目標 

１．クラブサポートの強化 

２．人道的奉仕の重点化と増加 

３．公共イメージと認知度の向上 

４．青少年への支援と学友連携の強化 

５．ロータリー財団と米山奨学会への支援 

 

水海道クラブとしまして、地区目標に沿って、会員基盤の強化とクラブ活性化を目標に、今年度の運営方

針を掲げたいと思います。 

 

1． 会員増強純増 4 名並び退会防止 

昨年度は 3 名の新入会員が入会しましたが、残念ながら、3 名会員が退会し、会員数は現状維持と

なりました。今年度は会員基盤の強化のため、純増 4 名を目標とし、退会防止にも努めなければな

りません。          

 

２．地区補助金を利用した事業の推進 

昨年、クラブ例会にて卓話を頂いた、横田氏が代表を務める、ＮＰＯセンター・コモンズが企画してい

る、水害後の空家を、被災者や独居老人を含む高齢者が気楽に集える「えんがわハウス」として改修

し、閉じこもりぎみの高齢者の孤独感の予防、生きがいづくりを目的としたプロジェクトの支援を行いま

す。 

 

３．公共イメージの向上 

市内ボランティア団体、青少年育成団体などとの交流を深めながら、ロータリー活動の情報を公開、

公共イメージの向上を図ると共に、奉仕活動を通し、ロータリークラブへの理解を得ながら地域の求め

る事業を展開したいと思います。 
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４．青少年への支援 

今年度は特に、ここ数年、途切れていたライラセミナーへの研修生派遣を実施し、インターアクターや

ローターアクター、米山奨学生などと交流しながら親睦を深め、リーダーシップについて学んでいただ

き、ロータリー活動を知っていただきたいと考えます。 

また、水海道クラブは、地域に根ざした青少年プロジェクトがないため、青少年に対しての支援が手薄

になっているようにも思えます。そういった意味からも新たな青少年事業を検討したいと考えます。 

 

５．ロータリー財団と米山奨学会への支援 

１）ロータリー財団  1 人 150 ドル以上 

     年次寄付 130 ドル・ポリオ 20 ドル 

     ベネファクター 1 名 

２）米山奨学会    1 人 25,000 円以上 

         普通寄付 5,000 円・特別寄付 20,000 円 

 

６．戦略計画の策定 

会員基盤の強化 

事業の見直し 

委員会構成の見直し 

会員身分の件 

 

7．ニコニコボックスの目標額 

  2,000,000 円以上 

 

会 長 方 針   染谷秀雄会長 

RI 及び 2820 地区方針に基づいた水海道ロータリークラブ委員会組織と目的 

 

会員組織委員会  クラブのサポートと強化 

○会員増強委員会  会員の拡大(女性会員含む)、会員維持(退会防止) 

○選考・分類委員会 会員の傾向分析、職業分類調査 

○ロータリー情報委員会 オリエンテーション、教育 

 

クラブ管理運営委員会 クラブの効果的な運営 

○出席委員会  出席向上・例会出席の記録において幹事を援助 

○親睦活動委員会  会員親睦・家族親睦・クラブコミュニケーション 

○プログラム委員会 充実した例会の企画・地域団体との交流 

○SAA 委員会  会場監督・ニコニコボックスの管理 

 

公共イメージ  公共イメージと認知度の向上 

○雑誌委員会  ロータリー情報の提供・ロータリーの友への投稿 

○会報委員会  ロータリー活動の記録・保存 

   メディア対応 
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○IT・広報委員会  My ROTARY へのアカウント登録促進 

   My ROTARY へ活動状況の更新 

 

奉仕プロジェクト委員会 地域社会や他国のニーズを取り上げた教育的、人道的、 

   職業的プロジェクトを立案実行 

○職業奉仕委員会  会員の持つ関心をプロジェクト化・会員の経験、知識才能を生かした 

   事業の実施 

○社会奉仕委員会  地域社会、クラブのニーズの調査、地域ボランティアとの交流 

   人道的プロジェクトへの参加 

○国際奉仕委員会  地区内プロジェクト、国際プロジェクトへの参加 

   提携クラブとの国際交流プロジェクト 

○青少年奉仕委員会 地区内青少年プロジェクトへの参加 

   青少年を対象としたプロジェクトへの企画立案 

 

人道的支援=健康改善、教育、貧困の救済=世界理解、親善、世界平和 

ロータリー財団  財政的寄付と財団プログラムへの参加を通じ、ロータリー財団を支援 

 

米山記念奨学会  国際社会で活躍し、ロータリー運動のよき理解者になる人材を育成、 

   米山奨学生の受け入れ 

 

 

戦略計画について 将来のクラブのビジョンを描き目標を立てる計画 

 

クラブの現状分析 

 

ビジョンの大枠を作成 

 

クラブの現状を考慮してビジョンを調整 

 

ビジョンの実行に向けた優先事項を設定 

 

優先事項に沿って今後３～５年の年次目標を設定 

 

戦略計画の実施状況を随時確認 
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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 

51 名 ４２名 ９名 ０名 １名 ８４.３１％ 

 

 

ニコニコボックス   前島 聡委員長           入金額  ２１４,０００円   累計  ２１４,０００円 

誕生祝御礼≪会員≫島田・瀬戸・石塚(克)五木田(利)・山牟田・北村(仁)鈴木(邦)・河合  各会員 

≪ご婦人≫青木(清)・内村   各会員 

とうとう会長になりました。一年間宜しくお願いします。  染谷(秀)会員 

本年一年間宜しくお願いします。  古矢会員 

染谷年度宜しくお願いします。  瀬戸会員 

本年はよろしくお願い致します。  五木田(利)会員 

新年度おめでとうございます。新会長の活躍にご期待申し上げます。  北村(仁)会員 

 

新年度を迎えクラブ益々の発展と会長幹事さん始め会員さんのご健勝とご活躍を祈念申し上げます。 

松坂会員 

染谷・古矢年度の船出をお祝いします。  青木(清)会員 

新年度会長・幹事の船出をお祈り致します。  松村会員 

染谷・古矢新年度お祝い申し上げます。  斎藤(広)会員 

染谷・古矢年度を祝して。   鈴木(邦)会員 

新会長、幹事おめでとう。  長塚会員 

染谷会長、古矢幹事スタートおめでとうございます。本年度も宜しく。  島田会員 

本年度もよろしくお願いいたします。染谷会長、古矢幹事、体調に気をつけて一年間頑張って下さい。 

大串会員 

染谷(秀)会長・古矢幹事、一年間がんばってください。応援しています。  石塚(克)会員 

今年度頑張って下さい。  小島会員 

染谷・古矢年度の始まりです。一年間体に気をつけて楽しくやりましょう。本年もヨロシクお願いします。 

熊谷会員 

本年度も親睦委員会を宜しくお願いします。  鯉沼会員 

会員増強委員会よろしくご協力お願い致します。   大塚会員 

染谷会長・古矢幹事、一年間がんばってください。  倉持・齋藤(政)・山牟田  各会員 

染谷会長・古矢幹事、体と顔の力を抜いて一年間無事に過ごして下さい。  武藤会員 

今年も一年間宜しくお願い致します。  北村(英)会員 

染谷会長、古矢幹事、新年度お祝い申し上げます。   鈴木(茂)会員 

染谷会長、古矢幹事の出航に期待します。  白井会員 

染谷会長、古矢幹事一年間ご指導の程宜しくお願いします。  石塚(利)会員 

新年度です。改めまして皆様宜しくお願い致します。  大澤会員 

染谷・古矢新年度一年間よろしくお願いします。プログラム委員もさせていただきますのでよろしくお願いし

ます。               鈴木(勝)会員 

染谷会長、古矢幹事、一年間よろしくお願いします。  軽部・内村・草間・五木田(裕)・雨谷・大堀 各会員   

和久事務局 

新年度、宜しくお願い致します。   石井会員 
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染谷会長、古矢幹事一年間宜しくお願い致します。今年度 SAA 委員長を務めさせて頂きます。一年間頑

張りますので宜しくお願い致します。                   前島会員 

染谷会長、古矢幹事、今年度よろしくお願いします。  荒井・松崎  各会員 

所用のため早退させていただきます。宜しくお願いします。  廣井会員 

例会欠席しました。  河合会員 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


