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１月は職業奉仕月間
例会報告

VOL.５７

No. ２５ (No.2622)

１月２２日(水) 曇り (司会 石塚克己委員長)

本例会での主な事項
◎会長挨拶

◎外 部 卓 話

常総市長 神達岳志様

ビ ジ タ ー
第７分 ガバナー補佐

横山善英様（龍ヶ崎中央ロータリークラブ）

卓話者 常総市長 神達岳志様
誕

生

祝

米山功労者表彰

≪会員≫大串 卓会員

廣井 信会員

松村仁寿会員

≪ご夫人≫廣井会員
ガバナー補佐あいさつ

大串 卓会員

鈴木邦彦会員

石塚利明会員
第７分 ガバナー補佐

横山善英様

中村ガバナー年度も半年が過ぎました。半年が過ぎて思ったことは
１．会員増強

分区では７月１日現在１６２名→１月２０日現在１６７名 ５名の増

２．財団寄付→水海道クラブは１００％超え
３．マイ・ロータリーの登録

水海道クラブでは３２名の方がまだ済んでいません

公式訪問が終わって思ったことは、
１． 委員会の編成についてまちまち
２． クラブの戦略計画が立てられていない
ＩＭについて
講演は元東京高等裁判所の判事をされた会員
研修は決議２３－３４をひもとく
また、二胡と横笛の演奏を予定しています。
分区のゴルフ大会は５月２１日です。詳細については後日に。
諸

報

告

雑誌委員会

河合恒芳委員長

「ロータリーの友」1月号を紹介いたします。
まず横組みから
Ｐ３ ＲＩ会長メッセージ。
ロータリーの職業奉仕は、ロータリアン一人ひとりの職業を社会に奉仕する機会として重んじる心に基づ
いています。
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１月は職業奉仕月間
どんな職業であっても、常に「四つのテスト」に従って働けば、誰もが世界に大きく貢献できるということで
す。
ロータリーの成長を促す中で、入会候補者への一番のセールスポイントは職業奉仕であることを忘れて
はなりません。
ロータリーは世界をつなぎます。そして、ロータリーの職業奉仕をより多くの業種の、よりさまざまなライフス
テージのある人に知らせることで、ロータリーはさらに成長し、より強く、多様性に満ちていくのです。
Ｐ7 １月は「職業奉仕月間」。Ｐ８～Ｐ１５特集「私の職業奉仕考」。尼崎西ＲＣ田中さん、甲府北ＲＣ小林さ
んのお考え、ご覧ください
Ｐ２２ 国連難民高等弁務官だった緒方貞子さんの追悼記事。日本人で二人目、日本人女性として初のロ
ータリー財団奨学生として、1951年、米国ジョージタウン大学大学院へ留学されました。Ｐ３８にも掲載あ
り。
Ｐ２４ 侃侃諤諤②。例会の席はどのように決めていますか？固定？それともシャッフル？各クラブの事例
です。
縦組み
表紙は、「アーサー フレデリック シェルドン」さんです。「最もよく奉仕する者、最も多く報いられる」という
ロータリーの公式標語の原型になる言葉を、１９１０年に揚げた人です。詳細はＰ４８ご参照。
Ｐ８１ 会社員として、ジャズプレーヤーとして～両立が自分らしさ
と題して、パナソニック㈱テクニクスブランド事業担当参与でありジャズピアニストの小川理子さんのスピー
チが掲載されています。
上手くいくときもあり、上手くいかないときもあります。素直な、とらわれのない心こそが大切だということで
す。経験が確信に変わるときが必ず来る。それまで逃げない、諦めないこと。会社員と演奏家、両立しての
人生が完了しても、私は100歳まで演奏を続けたいなあ、と思っています。
Ｐ７６「この人訪ねて」。東京山王ＲＣ 与儀みどりさん。母が創業した与儀美容室を継ぎ、当時の皇太子妃
雅子さま、秋篠宮妃紀子さまの婚礼の支度に携わったことで知られる方。2018-19年度東京山王ＲＣ会長。
７４歳。
最後に、ご投稿のお願いをして、終わりにします。
国際奉仕委員会

倉持功典委員長

ツウンバからの２名の交換学生１８日に無事帰国しました。ホストファミリーの前島会員、中島会員学生を受
け入れて頂きありがとうございました。
幹 事 報 告

五木田利明幹事

週報受理クラブ

水戸ＲＣ、水戸西ＲＣ

例会変更通知

なし

臨時理事・役員会報告
1． 出席免除について・・・鈴木邦彦会員
2． 体育協会協賛金について・・・２万円
・・・・・・・・・・・承認されました・・・・・・・・・・
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１月は職業奉仕月間
会 長 挨 拶

瀬戸隆海会長
本日は、神達常総市長並びに第７分区横山ガバナー補佐をお迎えしての例
会です。この会場では、ほぼ一か月ぶりの例会です。
今月１０日から１８日までツウンバからの親善学生を迎えての間では、ホストフ
ァミリーを引き受けていただきました中島会員、前島会員のご家族には大変お
世話になりました。そして、国際奉仕のみなさん、関係されました会員の皆さん、
ありがとうございました。彼女たちにとって、今回の滞在は生涯の宝になってくれ

ると思っています。
地区のある方から、水海道クラブは国際奉仕で学生交換ばかりやっていて、他にやることが無いのかと
言われた事がありました。私は、長い経験を積み重ねているからこそ、大事なお子さんたちを安心して子供
たちを託すことのできる交流が行えるのだと反論いたしました。友情や信頼は短期間でできるものではなく、
積み重ねによってできるものであります。
今月は、職業奉仕月間であります。そもそもロータリーは、職業倫理に基づく職業奉仕という事が、ロー
タリアンとしての指針であります。ロータリーができて１１０年になりますが、その間に何度も確認をしてきまし
た。詳しいことについては、２月１５日に行われるＩＭにて職業奉仕についての研究会が行われます。是非
ともというよりも、必ずご出席いただきますようお願い申し上げます。
さて、ガー・クナーク会長エレクトは 2020-2021 ロータリー年度のテーマを、「ロータリーは機会の扉を開
く」と発表されました。このテーマは、ロータリアンがリーダーシップを強化する機会をつくり、奉仕の理念を
行動へと移し、支援を必要とする人びとの生活を向上する行動を行うようロータリアンを喚起しています。毎
年変わるテーマ、しかし言っていることは一つであります。それは、ロータリーの理念である職業奉仕を通じ
ての様々な奉仕活動であります。
最近、あるクラブからメールが届きました。それは、ロータリーの魅力、各種委員会や地区大会のマンネ
リ化、会員増強の難しさ、カバナー補佐の排出の在り方等の話し合いをしましょうという問いかけでありまし
た。てっきり横山ガバナー補佐からの問いかけだと思ったら、７分区内のクラブ会長からでした。私のロータ
リーの魅力とは、人と人との交わりができることではないでしょうか。それも、ある意味ロータリアンとして選ば
れた人達の集まりです。職業人として、経営者として、それぞれ考え方が違う人の集いであります。例え
ば、クラブという集団、地区という集団、広くは日本や世界、１２０万人を超える人たちと同じロータリーバッ
ヂを付けて、気軽に交わりができるのです。自分に対してマンネリと感じるならば、他のクラブやロータリア
ンと尋ねて行ってみてください。そうすると、水海道クラブの良さがよくわかります。
先週のクラブ新年会に、ツウンバの学生、ソルトレイクから来られたジャクソン氏、佐世保北ロータリーか
ら来られた永田氏、それぞれから水海道クラブってとても居心地が良いですねと言われていました。何が
良いかと聞いてみますと、年齢層が厚く、そして若い人たちと先輩方との風通しが良いことだそうです。
やはり、ロータリーは人との交わりなのかなぁと感じる昨今です。
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１月は職業奉仕月間

外 部 卓 話

常総市長 神達岳志様
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１月は職業奉仕月間

出 席 報 告

青木英男委員長

会員総数

出席者数

欠席者数

出席免除

メーク

出 席 率

５７名

３９名

１６名

２名

３１名

１００．００％

ニコニコボックス

齋藤政博委員長

誕生祝御礼≪会 員≫大串・廣井
米山の表彰を受けました。

入金額

各会員

67,000 円

累計

1,356,000 円

≪ご夫人≫廣井会員

鈴木（邦）・松村・大串

各会員

神達市長、横山ガバナー補佐、ようこそ！国際奉仕ありがとうございました。
神達市長、横山ガバナー補佐ようこそお越し下さいました。
米山ガバナー補佐、神達市長、歓迎致します。

瀬戸会員

五木田（利）会員

青木（清）会員

ツウンバからの交換留学生を受け入れさせて頂きありがとうございました。大変勉強になりました。
前島会員
ショートステイの学生と１週間生活して家族皆楽しい時間を過ごすことが出来ました。 中島会員
神達市長、本日よろしくお願いします。

倉持・中山・小林・染谷（正）

神達市長、卓話よろしくお願いします。例会欠席しました。

各会員

河合会員

神達市長、横山ガバナー補佐ようこそ。宜しくお願いします。

五木田（裕）会員

寒い日が続きますが皆様ご自愛ください。また神達市長本日は宜しくお願いします。 古矢会員
横山さん、ご苦労様です。神達市長、よろしくお願いします。

北村（英）会員

新年会ご苦労様でした。また神達市長本日卓話よろしくお願いします。
横山さん、神達市長、ようこそいらっしゃいました。
神達市長、本日卓話よろしくお願いいたます。
市長本日お願い致します。

熊谷会員

武藤会員
石塚（克）・斎藤（広）

各会員

大塚会員

今年の抱負 昨年はロータリー活動も休みが多くゆっくりとさせていただきましたが、今年はまじめに出席し
たいと思いますのでよろしくお願いいたします。
例会欠席しました。

会報委員会

山中・鯉沼・石塚（利）

鈴木（勝）会員
各会員

福田克比古委員長

染谷正美副委員長
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板垣吉郎委員

