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RI 第２８２０地区 

 

 

 

 

                  

2019-2020 年度 RI 会長 マーク・マローニー 

 

例会予定   ９月 ４日 外部卓話 水海道第一高等学校長 海老沼 洋様 

         ９月１１日 奉仕プロジェクト委員会フォーラム 

 

VOL.５７  Ｎｏ． ８ （通算Ｎｏ．2605） 

 

２０１９年８月２８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  

会員増強セミナー報告 補足 瀬戸隆海会員       写真は、２００６年２月１０日に、クラブとしてタイに訪問し 

米山合同セミナー報告 青木清人会員          たときのもの。自転車とパソコンの贈呈式に出席しました。                                                                                                     

 

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. ７ (No.2604)  ８月２１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            ◎会員増強セミナー報告  斎藤広巳増強委員長 

                              ◎ツウンバ交換学生帰国報告 

 

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(部活の都合で欠席)と保護者 

 

誕 生 祝 

≪ご夫人≫田上会員 

 

諸  報  告 

親睦活動委員会  大堀和久委員長 

８月２４日(土)納涼会です。体調に注意されて当日宜しくお願い致します。 

 

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 

 

理事役員会報告 

１. グローバル補助金について・・パキスタンの浄水事業 

２. 常総地区グランドゴルフ大会協賛金について・・・９月１２日(木) ５万円 

３. 公式訪問タイムスケジュール・・別紙 

４. 米山奨学生 林 友超さん結婚祝いについて・・１万円くらいの品物 

５. 予算修正について・・・別紙 

６. 池田ガバナー年度２名副幹事の依頼・・・瀬戸隆海会員、染谷秀雄会員 

７. 職業分類追加 

８. 運輸→運輸・倉庫 (３)流通加工業に宮代 尚会員 

                               ・・・・承認されました・・・・ 

 

会 長 挨 拶  瀬戸隆海会長 

本日の例会は、８月８日に、オーストラリアのツウンバに行かれました３名の学生

は、８月１９日に帰国されました S.M 君、T.W 君、N さんの帰国報告の卓話であり

ます。今日は残念ですが、中島さんの代わりに当クラブ入会希望者のお父さんに

出席していただきました。皆さん出発の時は、子供達だけで海外に出かけるのは

初めてという事もあり、心なしか不安があるような顔をしていました。時々、現地の

ホストファミリーからのメールや、マークさんの Facebook で彼らの様子が送られて

きました。とても、オーストラリアを満喫しているように見受けられました。皆さんの英語力も、現地の人はと

ても評価してくれています。これから、もっともっと海外の人と話していただき、友情の輪を拡げていただけ
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ればと思います。今日は、彼らの報告会が行われます。楽しみにしています。 

 そして、茨城国体の事務局の方も、クラウドファンディングの PR にもお越しいただきました。是非とも、少

しでも結構ですのでできるところから支援していただければと存じます。 

お盆も過ぎ、今まで続いた猛暑も一段落したような気温になりました。しかし、残暑はまだまだ続くようでご

ざいます。不思議にどんなに猛暑が続いても、お盆を境にして秋の虫の音が聞こえる季節がやってきます。

日本の暑さは独特なもので、湿度が高く、暑さが纏わりつくといってもいいのでしょうか、本当に身体そのも

のも暑くなります。何せ、湿度が高くて発汗した汗が蒸発しないのです。 

 最後に、当クラブに在籍して退会されました増田直人さんが、８月１８日午後３時過ぎに守谷第一病院に

おいてご逝去されました。ご冥福をお祈り申し上げます。現在ご遺体は、メモリアルエンドウに安置されて

おります。葬儀は、８月２２日午前１１時から水海道教会で家族葬という事で行われるという事であります。 

 少しの期間とはいえ、北村ガバナー年度では様々な立場においてサポートをいただきました。しかし、ア

イデアとか企画能力は抜群でありましたが、途中身体を壊されて仕事においても多少影響が出るという事

でした。いろいろと話題が多かった方ですが、いないとなると本当に寂しいものであるとひしひしに感じます。 

 ところで最近、家族葬という言葉が多く聞くことが多くなりました。故人を家族だけで見送るという考え方で

あります。それはそれで、今まで家族のきずなというものが薄れた昨今、家族だけで故人と時間を過ごすと

いう意味においては、とても良いことではないでしょうか。反面、亡くなった方に対して、できるだけお金をか

けず葬儀を出すという考え方が多くなっていることも事実であります。 

 そもそも、家族葬という言葉の発祥は、特定の宗教の信者の方が葬儀の祭司として依頼せず、特定の宗

教の信者だけでお別れをするという事であります。それはそれで、意味があるかと思いますが、あまりお金

をかけたくないという事から密葬という言葉を使うようになりました。しかし、密葬という言葉は、故人を盛大

にお別れの場を設けるのに準備期間が必要なので、とりあえず仮の葬儀をすることを密葬と言います。本

来の意味と異なることから、特定の宗教の家族葬という言葉を流用しているわけであります。 

 葬儀というのは、亡くなった故人を天国(極楽)に見送るという事もありますが、故人が生前お世話になった

方々とお別れをする場面でもあります。いかに故人のためにその場面を作って差し上げるかという事が喪

主の役割ではないでしょうか。そういった事を考えると、故鈴木豊会員が、水海道ロータリー５０周年の最後

の場で、自分の病状と余命があまり残されていないという事を告白し、自分の声で「さよなら」を言って亡く

なられたという事は、私にとっては理想でもあるし、尊敬に値するものであります。 

 いずれにしても、我々の残された時間を家族に、社会に、そしてロータリーにどれだけ捧げられるかという

事を自問自答しながら、生きていきたいと思う今日この頃です。 

 まあ、少しは暑さが和らいだとはいえ、暑さ寒さも彼岸までということわざがあるように、彼岸まではあと一

か月もありますので、お身体を大切にお過ごしください。 

 

 
 

 

Dear President of Toowoomba Rotary Club  

 

This time, I would like to thank you for the acceptance of exchange students 

from the Mitsukaido Rotary Club. 
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This program has a history of 33 years from now. And Matsumoto-san's mother 

who was the participant of this time was a student of the third term. 

The students who take part in this program are heavily influenced by your 

friendship, life, culture and spirits. 

We would like to visit your club this year and hope to deepen our friendship. 

And I hope you will also receive exchange students from your club. 

Finally, I thank you for your friendship with you and I will write you a message. 

 

Mitsukaido Rotary Club President 

RYUKAI SETO 

 

 

 

 

会員増強セミナー報告  斎藤広巳会員増強委員長 

６月 16 日（日）水戸プラザホテルにて開催された会員増強セミナーに参加してき

ました。 

８月が会員増強月間ということで敢えて報告を延期させていただきました。 

水海道ロータリークラブからは地区役員として司会進行役の北村英明会員、瀬

戸会長、五木田幹事、染谷前年度会長、大塚前年度会員増強委員長、そして
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今年度増強委員長を務めます斎藤の 6 名で参加してまいりました。 

染谷前年度会長、大塚前年度会員増強委員長は表彰式のため参加ということでしたが表彰セレモニーは

なく無駄足となってしまいました。 

北村英明会員の司会進行により１０時点鐘でスタートしました、午前中はガバナー挨拶で始まりセミナー趣

旨説明、山崎カウンセラー挨拶、地区の現状と課題について大高地区クラブ奉仕総括委員長より話があり

ました。 

１１時からは第２８４０地区直前ガバナー高崎ロータリークラブ田中久夫様より『ロータリーを知ろう、好きに

なろう、楽しもう ～ そして仲間を増やそう』をテーマに会員数を大きく伸ばした高崎ロータリークラブ増強

取り組みの説明があり昼食となりました。 

午後は分科会、ガバナー補佐・会長班、地区委員・クラブ会員増強委員長班、地区委員・幹事班に分か

れましたが、私が参加の地区委員・クラブ会員増強委員長班は会場がガラガラ１０名近く座れるテーブル

に７分区のクラブ参加者は２名、お隣の８分区は１名という状況でしたので合わせて３名地区委員を含めて

５名のたいへんさみしい分科会でした。 

細かい内容については、次週に瀬戸会長から地区資料をもとに卓話をしていただきます。 

 

ツウンバ交換学生帰国報告 
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中島愛美さんからの手紙 

本日から３日間バスケットボールの県西地区大会のため、出席できず申し訳ございません。その分１回でも

多く勝てるように貢献してきます。 

私は今回の１０日間で今までにない経験ができました。たくさんの人とコミュニケーションを積むことができま

した。どの方も優しくてしっかりした文法になっていなくても単語、単語で理解をしてくれて、逆に助けてくれ

ました。本当にうれしく思いました。 

私はホストファミリーと深く関わることが出来ました。学校でもなかなか話さないことを英語で話し、学校では

習わない英語を話すことができました。話している内に楽しいと感じることができました。伝わらない場合

は、何度も伝わらせようとわかる時以上のコミュニケーションをとりました。 

私は授業でも勉強から逃げずもっと英語力をつけていきたいです。そしてまた、いつか海外で今回以上の

英語を話しコミュニケーションをとりたいです。 

今回はこのような経験を用意していただき有難うございました。この経験ができたのは、親はもちろんです

が皆さんを始めとするロータリークラブの方々のおかげだと強く思っています。本当に感謝をしています。 

とても楽しかったです。本当にありがとうございました。また何かの縁があれはその時は宜しくお願いしま

す。 

 

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 ３８名 １６名 ２名 ５名 ７９．６３％ 

 

ニコニコボックス   斎藤政博委員長              入金額  31,000 円   累計  404,000 円 

誕生祝御礼≪ご夫人≫田上会員 

ツウンバに行かれた学生の皆さん、報告楽しみにしてます。  瀬戸会員 

孫が大変お世話になりました。  北村(仁)会員 

交換学生の皆さんお帰りなさい。楽しんできましたか?  染谷(秀)会員 

甥の S はじめ W さん、N さん、お帰りなさい!今後のご活躍を期待してますね!   北村(英)会員 

ツウンバの報告楽しみにしています。  五木田(裕)会員 
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ツウンバ短期留学生の皆さん、お帰りなさい!!本日の帰国報告楽しみです。  山中会員 

８月２４日納涼例会、ドタキャンなしで宜しくお願いします。  大堀会員 

早退します。  白井・淀名和  各会員 

例会欠席しました。  石井会員 

先週欠席しました。  松崎会員 

２週連続で休みました。皆様ご健勝で何よりです!残暑厳しい日ですが美味しいサンマの塩焼きで冷酒を

ちょっと１杯飲みたいです。  青木(正)会員 

欠席が続きました。  染谷(正)会員 

２週続けて休みました。すみません。  熊谷会員 

 

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 

 

           

写真提供者: 石塚利明会員 


