
1 
 

RI 第２８２０地区 

 

 

 

 

                  

2019-2020 年度 RI 会長 マーク・マローニー 

 

例会予定   ７月３１日 ツウンバ交換学生出発前挨拶 ／ 地区研修会報告 

         ８月 ７日  

 

VOL.５７  Ｎｏ． ４ （通算Ｎｏ．2601） 

 

２０１９年７月２４日（水）  例会プログラム           

点     鐘 

ロータリーソング 

ビジター紹介 

出 席 報 告 

ＳＡＡ 報 告 

諸  報  告 

幹 事 報 告 

会 長 挨 拶  

地区研修会報告                           ポール P・ハリスが眠る墓地にある碑 

       会員増強・財団・青少年奉仕                                                                                    

 

２０１９－２０２０年度     会  長  瀬 戸 隆 海       幹  事  五木田利明  

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/
http://www.rid2820.jp/2019-20/wp-content/uploads/2019/06/2019-20ri-chairman280x374.jpg
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例会報告    VOL.５７  No. ３ (No.2600)  ７月１７日(水) 晴れ (司会 石塚克己委員長) 

  本例会での主な事項 

◎会長挨拶            ◎２０１９－２０２０年度 事業計画発表 

  

 

幹 事 報 告  五木田利明幹事 

週報受理クラブ なし 

例会変更通知 なし 

 

会 長 挨 拶  瀬戸隆海会長 

今週あたりから来月にかけて、地区の研究会がたくさん開催されます。関係

委員会の委員長さんにおかれましては、せっかくの休みの中で御出席してい

ただき感謝申し上げます。研究会で得られました内容をクラブに持ち帰って

いただき、これからの委員会活動に生かしていただきたいと思いますし、また

クラブにフィードバックしていただければ思います。 

私も、二年前までは研究会の運営を担当させていただいておりましたが、そ

れこそ半年前にはテーマを何に絞るかとか、基調講演をだれにしていただく

か、いつも同じ事をやるのですけど、準備に追われていました。考えてみれば、出席者はほとんど毎年変

わるのですから、同じことをやっていても良いのですけど、このことをクラブに持ち帰っていただいて発表し

てみたら、なんだ今年も去年も変わらないねって言われるのがつらくて。ですから、主催者の意思を汲んで

いただいて、傾聴していただけたらと思います。そして、とても分かりやすく理解ができたなら、またはあまり

にも内容がなさ過ぎて開催の意味がなかったなら、ぜひ率直な意見を聞かせていただきたいと思います。

クラブとして地区に意見を伝え、今後の活動の指針にしていただきたいと思います。 

さて、水海道の祇園祭も終わり、次は花火大会やら盆踊りやらで夏祭りの真っ只中であります。 

京都では今日は、祇園祭先祭りの山鉾巡行が行われています。山鉾に乗せてお迎えし、神輿に乗せて練

り歩き、そして山鉾に乗せて神をお見送りする一連の行事であります。このお迎えお見送りの山鉾の練り歩

きを巡行と言いますが、昭和４１年に経費の問題と交通事情の問題が合致し、一回の巡行になりました。し

かし、平成２６年に再び二回の巡行に復活し、先祭り後祭りと二回の巡行になりました。 

今では、華やかなお祭りではありますが、その裏では経費や運営に多大な負担があっての行事でありま

す。やめるのは簡単、守っていくのはとても大変な事。そんな負担であっても、守っていくことが伝統ではな

いでしょうか。 
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２０１９－２０２０年度 事業計画発表 

選考・分類委員会  白井 豊委員長 

当委員会は推薦された会員候補者を選考する任であり、会員増強委員会と常

に密接に連絡且つ相談し、新会員としての決定内容理事会に報告致します。

選考基準事項と致しましては例会の出席、社会的な評価、奉仕の精神活動へ

の理解、財政的義務等項目を精査検討して会員の選考に努めます。 

 

 

ロータリー情報委員会  石井康弘委員長 

今年度のロータリー情報委員会の事業計画を以下の通り実施いたします。 

１． 入会 5 年未満の会員向けの情報提供（移動例会） 

２． 入会 10 年未満の会員向けの情報提供（移動例会） 

３． 全会員に向けたロータリークラブの歴史や本質などの情報提供（移動例会） 

４． 外部卓話（通常例会：卓話者は選定中） 

以上の４つを柱として、ロータリーへの関心や本質を知ってもらい、水海道ロータ

リークラブの今後の発展に貢献して参ります。 

 

親睦活動委員会  大堀和久委員長 

・会員とご家族の皆様が親睦行事を心待ちにし、参加した方に喜んで頂けるよう

な企画を考えて参ります。 

・会員の皆様、奥様には委員会で吟味したお誕生日プレゼントをお渡しします。 

・充実した事業内容になるよう努めて参りますので、一年間宜しくお願い致しま

す。 

 

 

ＳＡＡ委員会  齋藤政博委員長 

ＳＡＡ委員会では、本年度も例会を「秩序正しく厳粛に」運営できるよう心がけま

す。 

ニコニコＢＯＸの目標額２００万円を達成し、クラブ奉仕活動の資金獲得に努めま

す。 

会員の融和の環境づくりにも取り組みたいと思いますので、会員の皆様の積極的

なご協力をお願い申し上げます。 

 

公共イメージ委員会  大塚令昌委員長 

公共イメージ委員会では、雑誌・会報・ＩＴ広報、３つの委員会にて構成されます。

この３つの委員会との委員長並びに委員によって活動となりますので、３委員会

とのコミュニケーションを取り合い、ロータリークラブの活動をしてまいりたいと思い

ます。皆様のご協力をお願い致します。 
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ＩＴ・広報委員会  大塚令昌委員長 

本年度のＩＴ・広報委員会では水海道ロータリークラブの活動また歴史等を認識

していただくために、外部の人を人選し、クラブ週報を毎月送付していきたいと思

っております。そして何人かの人にはクラブ内にて卓話を頂くような選任もしようか

と心がけておりますので、会員の皆様にもご協力ご推薦の程お願い申しあげま

す。 

 

雑誌委員会  河合恒芳委員長 

委員長：河合恒芳 副委員長：内村尚史会員 委員：山崎善市会員の３名で努

めてまいります。 

事業計画 

 既成概念にとらわれず、新人の見方で「ロータリーの友」を紹介して欲しいとの

瀬戸会長方針に沿い、記事を紹介していきたいと思います。また、地域の方々

にロータリーをご理解いただけるよう学校・市役所・図書館等に「ロータリーの

友」を配布してまいります。 

 「ロータリーの友」への投稿も随時受け付けておりますのでよろしくお願いします。 

 

会報委員会  福田克比古委員長 

クラブ会報（週報）は例会等の記録と保存、更に会員の皆さんに正確な情報を発

信することを目的と考えますので、クラブ会報委員会としてこのことに重点を置き、

会員の皆さんの関心が持たれるように会報（週報）の紙面に創意工夫に務め、正

確な記録保存と多種多様な情報を発信・伝達に務めます。 

 

 

奉仕プロジェクト委員会  染谷秀雄委員長 

奉仕プロジェクト委員会は職業奉仕、社会奉仕、国際奉仕委員会を総括する委員

会として、それぞれの委員会で行ってきた事業の検証、評価を行い、より地域に密

着した事業に発展するよう各委員会と連携しながらプロジェクトを進めて行きたいと

考えます。 

１．会長、幹事と協議し事業の方向性を再構築する 

２．それぞれの委員会が行ってきた継続事業を検証、評価する 

３．地区補助金を活用した事業の実施 

 

職業奉仕委員会  大澤 清委員長 

職業奉仕委員会では、事業及び専門職務の道徳的水準を高め、ロ－タリ－の

理念に従って自分自身を律し、奉仕の理念を実践していくため以下の活動を

行います。 

1. 職場見学会の実施 

2. 毎例会時、「職業宣言」を各テ－ブルに掲げてメンバ－全員に喚起する 

3. SAA の協力を頂き、毎月第二週の例会時に「四つのテスト」の斉唱を行う 

4. 職業奉仕月間を目処に卓話の実施 

5. ロ－タリ－デ－の立案・実施 
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社会奉仕委員会  雨谷道夫委員長 

社会奉仕委員会は、ロータリー理念に基づき地域社会に根付いた奉仕活動を念頭

に地域の人々や地域社会と連携し、地域の活性化を目的に奉仕活動を進めて行き

ます。 

具体的には現在継続事業であります、水海道地区、谷和原地区のグランドゴルフ大

会への協賛事業の協力・支援及び、赤い羽根共同募金を行い、社会福祉に役立て

るように活動します。また他の奉仕活動委員会と連携し、新たな奉仕活動を検討して

いきます。 

以上、一年間宜しくお願い致します。 

 

国際奉仕委員会  倉持功典委員長 

事業計画 

国際奉仕委員会では、オーストラリア ツウンバロータリークラブとの短期交

換学生の事業として 1986 年以来、現在までに 100 名以上の夏期交換学生を

送り出し、68 名を受け入れております。今年度は 3 名の高校生を派遣いたしま

す。 

この事業を継続しながら、新たな国際奉仕事業を模索していきたいと思ってお

ります。具体的な活動内容としましては、 

１． ツウンバロータリークラブへの短期交換学生の派遣 

２． ツウンバロータリークラブからの短期交換学生の受け入れ 

３． 2820 地区国際奉仕委員会による海外奉仕プロジェクトへの参加・協力と提携クラブとの国際交流プロ

ジェクトの実施 

４． 2020 年 6 月 6 日～10 日の世界大会（ホノルル）への参加（希望者） 

以上、Ⅰ年間よろしくお願いいたします。 

 

青少年奉仕委員会  石塚利明副委員長 

青少年奉仕活動には、ローターアクト、インターアクト、ライラ、ロータリー青少年交

換の４部門のロータリー活動があります。 

本年度はその中でもローターアクトにおいて、第２８２０地区中村ガバナーが掲げた

スローガンである「ロータリアンと青少年・学友のつながりを強化し、ロータリーとつな

がり続ける仕組みづくり」を前面に出し、強化していきたいと思います。一年間よろし

くお願いします。 

ロータリー財団  熊谷 昇委員長 

今年度も会員の皆様のご理解ご協力をお願いします。新入会員の方も多いので、

ロータリー情報委員会を始め関係する委員会と連携し、ロータリー財団の活動等と

システムについて理解を深める機会を設定したいと考えています。また、今年度の

地区目標は下記の通りです。 

 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（恒久基金） １名以上（１,０００ドル寄付） 

ロータリー財団月間は１１月です。 
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米山記念奨学会  青木清人委員長 

米山記念奨学会は、勉学研究を志して日本に在留している外国人留学生に対し

日本全国のロータリアン（ロータリークラブ会員）の寄付金を財源として奨学金を支

給し、支援する民間最大の奨学団体です。 

特色として、奨学金による経済的支援だけでなく、ロータリークラブ独自の世話クラ

ブとカウンセラー制度による心の通った支援です。 

目的は、将来母国と日本との懸け橋となって、国際社会で活躍する優秀な留学生

を奨励することです。 

そこで、地区及び会長の方針に沿って、次の項目を挙げ活動していきたいと思います。 

1. 米山記念奨学会への支援、特別寄付１人当たり２０,０００円以上をお願いする。 

2. 今年度の奨学生、林 友超さんのカウンセラーを秋田政夫会員にお願いする。 

3. 米山奨学生に例会出席はもとより各種行事にも参加して頂き、会員との交流を深めるよう働きかける。 

4. 例会時卓話を依頼する。 

 

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 

５６名 ４６名 ９名 １名 ５名 ９２．７３％ 

 

ニコニコボックス   斎藤政博委員長              入金額  46,000 円   累計  269,000 円 

１００%出席表彰  雨谷・石井・石塚(克)・大塚・小島・北村(仁)・北村(英)・熊谷・倉持・齋藤(政)・染谷(秀)・

松坂・前島   各会員 

祇園祭りお疲れ様でした。   瀬戸会員 

委員会報告宜しくお願い致します。  五木田(利)・淀名和・小林   各会員 

委員会報告楽しみにしています。   石塚(利)会員 

私、本年度は IT・広報委員長を務めます。皆様ご協力願います。  大塚会員 

委員長の皆様、本日の事業計画発表宜しくお願いします。  山中会員 

新会員として、皆様のご指導を宜しくお願い致します。  板垣会員 

大塚よりワンコインの BOX を作って頂きました。   齋藤(政)会員 

先週休みました。  武藤・松崎・鯉沼  各会員 

先週は、欠席の連絡を出し忘れました。申し訳ございませんでした。  中山会員 

先週は急な腰痛に襲われ、日本へ戻ることが出来ず欠席しました。今日は元気です!！変な想像は消して

下さい。仕事でした。   石井会員 

 

会報委員会  福田克比古委員長  染谷正美副委員長  板垣吉郎委員 


