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例会報告

VOL.５７

No. ５ (No.2602)

７月３１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

◎ツウンバ交換学生出発前挨拶
◎地区研修会報告

ビ ジ タ ー
ツウンバ交換学生
S.M 君と保護者
T.W 君と保護者
M.N さんと保護者
諸

報

告

プログラム委員会

石塚克己委員長

８月のプログラム変更
８月２１日(水)ツウンバ交換学生帰国報告
８月２８日(水)米山合同セミナー報告・会員増強セミナー補足
クラブのホームページに変更後のものが掲載されています。
２０１８－２０１９年度 決算報告 古矢 満前幹事
別紙の通り
会計監査

島田 勝会員

２０１８‐２０１９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付いて監査し
た結果、すべて符合しており適正でありました事を報告致します。
・・・・・・・拍手で承認・・・・・・・・・・
幹 事 報 告

会

長

五木田利明幹事

週報受理クラブ

なし

例会変更通知

なし

挨

拶

瀬戸隆海会長
本日の例会にはゲストとして、ツウンバロータリーとの親善交換学生として８月９
日から出発される M さん、W さん、N さんのご本人と父母の方にお越しいただ
きました。是非とも、オーストラリアを堪能していただき、そして異文化の生活を
楽しんでいただければと思います。多分、子供たちだけで海外に行かれるのも
初めてだと思いますが、お互いに協力し合っていただければと思います。この
プログラムは、当クラブでは３３年前から行われている、ある意味大きなプログラ
ムですが、もうマンネリ化しているのではないかとかいろいろなご意見をいただ

くことがあります。しかし、もしかしたらこのプログラムに参加していただいた青少年が何かに目覚めていた
だくきっかけになっていただければ、とても素晴らしいことでもあるし、将来のロータリアンになっていただけ
るかもしれないし、可能性が無限にあると思います。大事なお子様方をお預かりして派遣するわけでありま
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すから、長い歴史において積み重ねられてきた信頼において実施されるものであります。これからは、お子
様方だけでなく、大人の交流をするために近いうちに訪問したいと考えております。
さて、やっと梅雨明けが発表になりました。今年の梅雨明けは、例年よりも８日、昨年よりも３０日ほど遅れ
たようでした。
そして、今月は５回も例会を開催させていただきます。ましてや、月末のお忙しい時期の開催であります。
先週もお話しさせていただいたように、例会は義務的に出席するのではなく、会員の当然の権利を奪わな
いためにも例会を開催いたしました。と言いましても、年度当初は消化プログラムも多く、ガバナー公式訪
問も間近に迫っております。
そして、先週末も荒天のなか地区研究会が開催されています。研究会というのは、ロータリーの最新情報
の発信の場ととらえております。
ところでロータリー研究会とは、日本では毎年７月当初と１１月末頃に、RI 役員及び元役員に対して勉強会
が行われています。つまり、各地区のガバナー、パストガバナー、ガバナーエレクトが集まり、RI 会長や RI
財団委員長等が来られて最新のロータリーの情報を発表されるわけであります。特に１１月は、財団関係
の話が多いのでしょうか。大口財団寄付者にも、案内が来ます。大口財団寄付者とは、財団に対してトータ
ル１万ドルを寄付した人のことを言います。
地区においては、各クラブの委員会委員長さんに対して、RI や地区内のロータリー情報を共有するために
実施しております。私が国際奉仕総括をしていた時は、「この研究会に出ると地区のお金を３万ドル使える
情報とか、１万５千ドルを奨学金がもらえるかもしれない情報とかあります。」とキャッチフレーズを飛ばして
いました。それこそ、自分たちが動かなかったら、様々なチャンスを手にすることができないのであります。
ある意味、主催者側の努力によって、ロータリーの宝の山の情報を得られるか得られないかという事であり
ます。その宝の山の情報をクラブに持ち帰っていただきまして、一日研修していただいた事を、たった１０
分から１５分でクラブの会員に周知徹底しなくてはならないというのは到底無理な事でありますが、研修し
てきていただいた情報を基にクラブにおいて効果的な奉仕活動を推進していただきたいと思います。
ツウンバ交換学生出発前挨拶
S.M 君
こんにちは。S.M です。
今回は当クラブの英明おじさんの紹介により水海道ロータリークラブオーストラリ
ア交換留学に参加させて頂き、大変嬉しく思っており当クラブの皆様には大変
感謝しております。
私は東京の豊洲に住んでいます。豊洲はお台場のオリンピック会場の近くに位
置しているので、だんだん賑やかになってきています。
また、高等学校は埼玉の栄東高等学校に通っております。学校では文武両道
を目指して、部活としてアメリカンフットボール部に所属しております。実は、去年中学校の修学旅行でオ
ーストラリアに行きました。その時は、クラスメイトと共に観光バスでシドニーに行きオペラハウスなどでオー
ストラリアの明るさや町の雰囲気などに触れて色んなことを学び、とても素敵な国だと思いました。しかし、
修学旅行では観光地しか見られなかったので今回の交換留学ではホームステイによって、オーストラリア
の方々の文化や原住民のアボリジニの方々の文化に触れて学びたいと思っております。
今回参加するプログラムには母もかつて参加したという話を聞き交換留学にとても興味を持ちました。しか
し、その反面ホームステイに対して不安と期待も抱きました。今回は短い期間ですが、そんな全てを楽しん
で来たいと思っております。よろしくお願いします。
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T.W 君
皆様こんにちは
このたび、北村英明様のご紹介により水海道ロータリークラブ夏季留学生とし
てお世話になります T.W と申します。
タワーマンションが立ち並ぶ江東区豊洲に住んでいますが、幼い頃は昆虫が
大好きで、水海道出身の M 君のお母さんにカブトムシを取りに連れてきてもら
ってからは、毎年夏の恒例行事のように水海道の雑木林へ来ていました。
これまで自分にとって、水海道といえばカブトムシでしたが、これからは水海道
といえばツウンバ留学、そして水海道ロータリークラブになると思います。
現在、僕は埼玉県にある慶応義塾志木高等学校 1 年に在学しています。
志木校は、敷地面積が１０万㎡もあり、６００種もの草木があるとても自然豊かな学校です。
部活動はゴルフ部に所属し、週３回、近くのゴルフ練習場で活動をしています。
先日、朝霞パブリックゴルフ場で初ラウンドしたところ、スコアは 113 でした。
このたびは、オーストラリアへ留学する機会をいただき嬉しく思います。
両親が旅行好きなので、自分も一緒に毎年海外旅行に行ってはきましたが、現地の人の生活に触れる機
会はあまりありませんでした。
ですので今回のホームステイでは、文化や習慣、物の考え方、地域の活動、また社会の仕組みなどをぜ
ひ学んできたいと思います。
また、受験英語しか学んでこなかったので実際に英語を話せるかわかりませんが、積極的に話し、現地の
人達とコミュニケーションを取ろうと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。
M.N さん
私は今回の海外経験を今までにない事を学んで沢山の経験をしたいです。そして
学んだ事をこれからの先、夢へと繋げていきたいです。
５年前に初めて海外に行った時に凄く感動をしました。日本以外の国の文化を学
んだり自然をたくさん感じる事ができました。一つ一つの歴史などに私は心動かさ
れました。それをきっかけに海外に関心を持ち始めました。将来などを考え始める
きっかけにもなりました。
そして私は自らもっと強く感じたいと思い半年前に両親に東アジアに行きたいと言
いました。そして行かせてもらう事が叶い私は人との触れ合いなど経験を積みました。人と関わらないと旅
をすることができないことがわかり、コミュニケーションがとこの国でも大切だということに気づきました。
困っていると優しく教えてくださり、言葉がなかなか通じなくてもお互い一生懸命に伝えようとしている姿に
感動しました。
もう少し沢山の経験がしたいと強く思いました。なので私はオーストラリアで学び尽くしたいです。正直私は
英語が得意ではありません。ですが、なるべく怖がらず積極的に動き沢山挑戦して楽しみたいです。失敗
を恐れずに充実した１０日間にしたいです。
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地区研究会報告
クラブ奉仕委員会

北村英明会長エレクト
去る７月２７日(土) 、水戸三の丸ホテルにて研究会に参加しました。
午前中は大髙総括委員長の概略説明の後、クラブサポート委員会・公共イメー
ジ委員会・ＩＴ委員会・会員増強委員会の各委員長の説明を聞き、午後は国際
ロータリー研修リーダー である甲府ロータリークラブの髙野孫左ヱ門氏の講演
を拝聴した。
今年度期首（７月１日時点）の 2820 地区の会員数は 1,956 名で昨年同時期＋
12 名であるが、鹿島臨海 RC の衛生クラブ 16 名、水海道 RC がサブスポンサー

の茨城 E クラブ 20 名が含まれており、正規ロータリアンとしての数は実質減少した。昨年度は 190 名が新
入会し,177 名が退会した。次年度期首は 2 千名を目標にしており,各クラブ純増 2 名を進めて頂きたい。
●クラブサポート委員会は
①各クラブ純増 2 名 女性会員、40 歳未満の会員の積極的増強 ②定款変更などクラブへのロータリ
ー情報の提供 ③入会 3 年以下のメンバーに対する勉強会＋名刺交換会の開催予定 ④RLI パート
Ⅱ・パートⅢの開催＋ディスカッション LEADER の養成 ④クラブ戦略計画策定のサポート
●公共イメージ委員会は
ROTARY の公共イメージの向上を図る為にクラブの HP を ①SNS（Twitter LINE YOU TUBE FB 等
に掲載する。茨城新聞「ロータリー情報館」の活用②ROTARY DAY の開催を推奨③MY ROTARY の
活用 などを含めて、地域に RC を知ってもらう機会を作ろう！④奉仕活動⇒公共イメージの UP⇒会員
増強⇒奉仕活動の充実 という,クラブ強化の SPIRAL が出来あがってくる。
●IT 委員会は
クラブ HOME PAGE の管理・運営について
総括委員長から午前の部、最後に念押しとして,会長・幹事・増強委員長が一丸となって増強に向かって
START して頂きたい。MY ROTARY への登録者増を依頼される。
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髙野孫左ヱ門 会員
2012-13 年第 2620 地区ガバナー 2018-19 年 国際ロータリークラブ研修リーダー 甲府 ROTARY CLUB
所属 塩問屋 ㈱吉字屋本店 (創業約 450 年前)社長 18 代目当主 山梨トヨペット社長 祖父（同クラブ
CHARTER MEMBER）より３代に渡るロータリアン 父上もパストガバナー ご子息も 4 代目ロータリアン
「変化認識と変化対応」
時代の移り変わりに応じて、ROTARY も変わらなければ存在できない。変えてはならない部分も我々が自
覚して継承してゆかなければならない。
国際奉仕委員会

倉持功典委員長
第一部は、奉仕活動と公共イメージについて、グローバル補助金について、
地区補助金について、青少年奉仕プロジェクトについて、各委員長より説明が
ありました。
昼食後は、各会場に移動して分科会に参加いたしました。
内容は「この指とまれ」について、2820 地区国際交流奨学生の募集について、
グローバル補助金について、国際親善活動についてのお話でした。今日は「こ
の指とまれ」提唱クラブと事業内容についてご報告したいと思います。

〇しもだて紫水ロータリークラブ ペンシルプロジェクト
事業対象地域 RID3810 フィリピン 日本の子供たちが使わなくなった鉛筆、ノート、文具等を直接プレ
ゼントする。（10 年目の事業）
〇大子ロータリークラブ タイ・コラート農村部の小学校へ
浄水器支援事業

RID3340 タイランド

農村部の小学校に清潔な飲料水を提供するため、コラートロータリークラブと合同で、5 校に浄水器を
設置予定。
〇結城ロータリークラブ あなたの思い出のランドセルを世界で役立てよう

タイ王国チェンマイ県プラカ

ーン地区 小学校に使用済みのランドセルを贈呈し再活用してもらう計画。
中村ガバナー年度の事業ですが、今年の 3 月から募集を始め、すでに 100 個を超えるランドセルが集
まったそうです。
〇玉造ロータリークラブ ミャンマー連邦共和国
孤児にロータリアンの経験と知識を基に教育をし、自立できるように支援する。
〇日立ロータリークラブ ネパール貧困児童への学用品援助事業
貧困児童に学用品を支給し、就学が困難な児童も学校に行くよう促し識字率向上を目指す。
以上、５クラブからの提唱でした。どの事業を支援するのか、あるいは、しないのか、理事役員会での決定
となりますが、会員の皆さんも、この機会に考えていただければと思い、ご報告いたしました。
職業奉仕委員会

大澤 清委員長
先日、７月２８日にホテルグランド東雲にて行われました第２８２０地区の奉仕
プロジェクト研究会に参加して参りました。
第１部は、全体会にてクラブ奉仕・ロ－タリ－財団・青少年奉仕のプロジェクト
等の説明報告がありました。第２部は職業奉仕・社会奉仕・国際奉仕委員会で
の分科会が行われました。私からは、職業奉仕委員会の分科会での内容につ
いて御話しさせて頂きます。

当分科会では、『各クラブにおける過去の実績を情報共有して、今年度の活動内容を検討する』につい
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て各分区に分かれグル－プディスカッションが行われました。我々の第７分区は、牛久 RC・竜ヶ崎 RC の３
人のグル－プでした。最終的に各分区からの発表がなされた内容としましては、過去の事業実績と今年度
の活動内容としましては、やはり、職場訪問・卓話・４つのテストの唱和或いは出前授業が殆どでしたが、中
には福祉施設訪問・朝市の開催・ふれあいコンサ－トなど一風変わった事業もありました。
私が１日参加して思ったことは、事業としては、新入会員の職場訪問や、市内企業の企業訪問も良いの
ではないかと思いました。これまで水海道 RC においても職場訪問を行ってきましたが、企業様から理念
等を説明して頂き、RC の理念に合致しているのか、もう一歩踏み込んだ活動にしていければと考えました
し、更には、会員それぞれが職業について、職業奉仕とは何か？を考え行動すべきと考えさせられまし
た。
社会奉仕委員会

雨谷道夫委員長
１０時３０分より第一部の研修が開始されました。
最初に、奉仕活動と公共イメージについて、奉仕プロジェクト総括委員長の大
高司朗様の話があり、ロータリークラブ活動のアピールやイメージアップのため
に、ホームページ、SNS、メディアを活用しイメージアップにつなげてほしい旨の
内容でした。
２番目に、グローバル補助金について、ロータリー財団補助金委員長、佐藤様
の話については、年次寄付１３０ドル以上、ポリオ２０ドル以上、一人当たり１５０

ドル以上、恒久基金１０００ドル(１クラブ１名以上)お願いし、ゼロクラブをなくしましょうとのことです。
３番目に地区補助金について、ロータリー財団地区補助金担当の木村直之様より、システム(寄付金の流
れ)シェアシステム、地区補助金事業の分類と２０１９－２０２０年度の事業は現在、TRF が審査中で、地区
で使える上限額は９４,９２２ドル(１０８円換算で、約１,０２５万円)でまた、補助金申請について話がありました
が、自分自身あまり理解できませんでした。
４番目に青少年奉仕の奉仕プロジェクトについて、青少年奉仕総括委員長、川上美智子様より、ライラ、イ
ンターアクト、ローターアクト、青少年交換や他の奉仕委員会と連携し、新しいプロジェクトの立ち上げ、ま
た危機管理の話の中で、RI より青少年だけでなく、クラブ全体でも危機管理に注意が必要(ハラスメント)の
話がありました。
第２部は、委員会ごとに分かれての研修でした。
社会奉仕委員会では、分区ごとに集まり、ガバナー補佐の横山様リーダーにより、グループディスカッショ
ンでした。内容は、ロータリーデーの活用です。
参加クラブは、牛久ロータリークラブ、竜ケ崎ロータリークラブ、龍ヶ崎中央ロータリークラブ、取手ロータリ
ークラブ、水海道ロータリークラブの５クラブの参加でした。
初めに、各クラブの前年度実行した奉仕活動についての発表、説明を行いました。その後、各クラブの奉
仕活動の中から、ロータリーデーを活用した奉仕活動を各クラブが提案しました。提案内容は、牛久クラブ
は、牛久市文化祭において、牛久沼にてバザーを開催し、ポリオ撲滅のＰＲをします。取手クラブは、利根
川河川敷において、子供たち中心のお魚釣り大会を催します。龍ヶ崎中央クラブはクリスマスプレゼントを
企画しています。水海道クラブは大澤職業奉仕委員長が進めている鬼怒川サイクルフェスタ２０１９(仮称)
を提案いたしました。総括として、ロータリーデーを活用し、ロータリークラブの公共イメージアップ、ＰＲに
努めてくださいとのことです。また、他の会員から地区本部で、ＰＲ用ののぼり旗、フラッグ等を購入し貸し
出して欲しいという意見がありました。
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８月は会員増強・新クラブ結成推進月間
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

５６名

４１名

１５名

０名

８名

８７．５０％

ニコニコボックス

斎藤政博委員長

入金額

親善交換学生の皆さん、オーストラリアを楽しんで下さい。

30,000 円

累計

312,000 円

瀬戸会員

交換学生のみなさん、父兄のみなさん、本日はありがとうございます。楽しんで来て下さい。 倉持会員
ツウンバ交換学生の皆さん、楽しんで来て下さい。

染谷(秀)会員

中島さん、我妻さん、峻輔くん、ツウンバで元気で楽しんで下さいネ。英語の勉強も・・お忘れなく!
北村(英)会員
交換学生の皆さん、涼しいツウンバ楽しんで下さい。
ツウンバ留学生の皆様、楽しんで来て下さい!

青木(清)会員

五木田(裕)会員

ツウンバ交換学生、松本さん、我妻さん、中島さん、有意義な時間を過ごして下さい。

大堀会員

私の子ども２人がツウンバにいかせてもらってもう１年が経つんですね。長男はツウンバに行った事が刺激
になり大学を休学してニューヨークに１年間留学に行ってます。交換学生の皆さん、たくさん刺激を受けて
楽しんで帰って来て下さい。

前島会員

交換学生の皆さん、ツウンバ楽しんで来て下さい。

山﨑(哲)会員

暑さが半端ではありません。皆様くれぐれも熱中症にご注意下さい。

青木(英)会員

先週は例会を欠席致しました。先週より暑い日が続きます。皆様体調を崩さないようご自愛ください。
山中会員
例会欠席しました。

河合会員

休みが続きました。また厳しい暑さが続きます。ご自愛下さい。

島田会員

１００%出席と欠席続きました。ツウンバ留学がんばって下さい。

古矢会員

ツウンバ留学ガンバッテ下さい。来週欠席です。

会報委員会

雨谷会員

福田克比古委員長

染谷正美副委員長

板垣吉郎委員

写真提供者：石塚利明会員
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