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８月は会員増強・新クラブ結成推進月間
例会報告

VOL.５８

No.

２ (No.2630)

７月１５日(水) 雨 (司会 大澤 清委員長)

本例会での主な事項
◎会長あいさつ

幹事報告

◎２０２０－２０２１年度事業計画発表

五木田裕一幹事

週

報

例会変更

なし
竜ケ崎ＲＣ 例会場の変更 ８月～１２月 松泉閣へ

臨時理事会報告
① 板垣吉郎会員退会→五味康友様 オリエンタル商事代表取締役社長
推薦者 北村英明会員、瀬戸隆海会員
異議のある方は７日以内に文書でお願いします。
② ７月豪雨災害義援金・・・危機管理通帳より ５１,０００円拠出
・・・・・承認される・・・・・・

諸報告
国際奉仕委員会

石塚利明委員長

先日、ZOOM 会議をしてみました。皆様もご利用されては如何でしょうか。

会長挨拶

北村英明会長
皆さん、こんにちは。コロナ禍の話が、どうしても毎回 第一番目の話題になっ
てしまいますが、、、ここ数日、東京都内も３桁の感染者が当たり前になりつつ
あり、近隣の埼玉県・神奈川県・千葉県も急増、茨城を始め北関東も感染者０
人という日が珍しくなって来つつあります。２０～３０才代の無症状者が大半を
占めている、とのことですがその人達が活発にあちこち動き回り様々な多数の
人々と接触する、と想像すると誠に恐ろしい事態になるのではないか？誰が感
染してもおかしくない状況なのではないか？まだまだ気を抜けない緊張の

日々が続かざるを得ない心配の尽きない状況です。当クラブにおいても、遠方や県をまたいだ出張、公共
交通手段を使用するであろう出張は、特に若年の会員さんには身に覚えのある方々がいると思われます。
市内をみても、マスクをせずに仕事をしている、会話をしている人の姿をまだまだよく見かけます。改めて、
今一度ご自分・ご家庭・ご自分の事業所を見回して頂き、マスクの着用・手洗い＋うがいの励行を徹底して
頂ければと思います。そして何といっても女性の接待を伴うそういった会合･集会を持ちませんよう、参加し
ませんよう、心がけ下さいませ。
さて、前回の例会で会長方針をお話ししましたが、肝心のＲＩ会長の方針をお話しさせて頂きます。今年
度はドイツ人のホルガー・クナーク会長が、テーマ｢ロータリーは機会の扉を開く｣と掲げました。Rotary
Opens Opportunities です。私たちロータリアンは｢４つのテスト｣を信じて集まり、奉仕プロジェクトを実施
し、やり遂げる機会を作ることができます。そしてロータリーはリーダーシップの機会も与えてくれます。私た
ちは皆、新しい大きな責務を負っています。メンバーの人びとのためにリーダーシップへの道を切り開いて
あげることこそ、真のロータリーの理念であり、そうすることで皆さん自身がより効果的なリーダーとなる。奉
仕の行いは、その大小にかかわらず助けを必要とする人たちのために機会を生み出す物であると信じてい
ます。ロータリーとは、クラブに入会するというだけでなく、ポリオ根絶の様な大規模で歴史的なプロジェクト
から地域社会でのささやかなプロジェクトや１本の植樹まで、奉仕する機会の扉を開いてくれます。私たち
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のあらゆる活動が、どこかで､誰かのために機会の扉を開いているのです。ロータリアンとしての誇りと責任
を持って行動しましょう！と宣言されました。奉仕の機会を共有すると共に、奉仕の対象者に行動の機会を
与えることが大切、と私なりに理解しました。
本日は例会前の食事にご協力頂き、接触時間を短めにするために、例会の時間も短めにするためにご
協力をお願いいたします。コロナの影響下ではありますが、今回と次回に渡り、各委員長さんの方針を熱心
に聞いて頂きたくご協力宜しくお願いいたします。

２０２０－２０２１年度 事業計画発表
会員組織委員会

倉持功典委員長
委員会は、会員増強、選考・分類、R 情報委員会で構成されています。
コロナ渦の状況下でクラブ運営が非常に厳しい中ではありますが、各委員会と
情報や意見の交換を行い、現在できる限りのクラブ運営に努めます。
１． 会員増強と退会防止
２． ロータリー活動を地域社会に PR し、ロータリークラブへの理解を深める。
３． 各委員会と協力して、円滑なクラブ運営に努める。

選考・分類委員会

大塚令昌副委員長
当委員会は、会員増強委員会と連携を密にして、推薦に上がった方の社会的
評判、職業上会員として適格であるかどうかをよく検討し、決定内容を理事会
に報告します。
また、職業分類に関しては会員の増強と共に未充填項目の減少に努めていき
たい。

ロータリー情報委員会

鯉沼敦規委員長
当委員会は、ロータリーにおける様々な情報を会員へスムーズに提供していけ
るように努めます。
新人会員が少しでも早くロータリーの精神を理解・実践できるように、ロータリ
ーの沿革や目的等を勉強できる機会を設けます。
また、世界各地のロータリー活動の状況も適宜報告し、その中で当ロータリーク
ラブでも実践できるものは取り入れ、更なる発展を目指していきます。

出席委員会

松崎隆詞委員長
当委員会では、例会時の出席率向上を目指し、食事時に満足できるお弁当の
提供を心掛けていきたいと思います。
また、お弁当の無駄をなくすためにも出来るだけ早めに欠席連絡をして頂き無
駄をなくしたいと思います。欠席連絡は必ずお願いします。会員皆様のご協力
を宜しくお願いします。
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親睦活動委員会

宮代 尚委員長
今年度は、新型コロナウイルスの影響下「安全」を第一に考え、会員及びご家族
の皆様に「安心」してご参加いただける企画を考えて参ります。
会員及び奥様に、お誕生日プレゼントを贈呈致します。
先の見えない１年になりそうですが、１年間よろしくお願い致します。

ＳＡＡ委員会

石井康弘委員長
今年度は昨年度発生しました『新型コロナウイルス』により年度をまたいでの不
合理的なスタートとなります。しかしながら、例会の有無に問わず「例会の秩序と
公平で優越的な進行を目指す精神」で取り組ませていただきます。会員皆様の
ご意見も尊重し以下の目標達成を目指します。
計画として
・例会進行の秩序とロータリー精神の順守を実施する
・委員長に関わらず、副委員長・委員との絆と信頼を持ち、職務にあたる

・ニコニコ BOX の目標：￥2,000,000 円を掲げ、限り全力を尽くす
以上の 3 点を目標に精一杯励む所存ですので、何卒宜しくお願い致します。
会員皆様のご健康、ご多幸を祈願し“初 SAA 委員長”を全うしたいと存じますので、至らぬ点も有ろうかと
存じますが、ご指導の程宜しくお願い致します。
プログラム委員会

大澤 清委員長
今年度、プログラム委員会では、会長のスロ－ガンである温故知新の考えの
もと、卓話の立案と例会の進行を中心に、会員の皆様に有意義な例会となるよう
企画運営をしていきます。
また、今回の新型コロナウイルス感染症の影響により、例会の開催も流動的にな
る恐れがありますので、外部卓話については、例会開催が確実な状況になった
時に再考したいと考えます。よって会員による卓話が主となりますので、全会員
の方にお願いしたいと考えております。１年間宜しく御願い致します。

公共イメージ委員会

武藤康之委員長
当委員会はロータリーの友・会報・IT 広報の 3 つの委員会で構成されておりま
す。
今年度の会長・幹事の方針に基づき、年間を通して充実したロータリー活動が
行えるよう、各委員会の連携を図って参ります。
地域社会の中で「ロータリークラブ」の認知度とイメージが向上するよう、また、日
頃の地道な活動が少しでも地域に貢献できるよう、委員会一同協力して事業を
進めます。
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ロータリーの友委員会

武藤康之委員長
①

毎月第一例会にて「ロータリーの友」の内容を紹介する。特筆すべき記事

や他クラブの近況など、メンバーに知って欲しい、また、興味を引く内容を中心に
簡潔に伝える。
②

「ロータリーの友」を次の通りに配布する。

・常総市役所 （３F 秘書課）

・常総市立図書館 （受付カウンター）

・つくばみらい市役所 （伊奈庁舎３F 秘書広報課）
・つくばみらい市立図書館 （受付カウンター）
・水海道一高 （玄関内右側の窓口）
③ 「ロータリーの友」へ会員の投稿を促す。
会報委員会

染谷正美委員長
当委員会は、毎例会に週報を発刊し例会の記録保存と会員の皆様に情報伝達
を行い、各委員会の活動状況などを報告します。
１． 例会の記録を正確に保存し、会員及び他のクラブへの情報交換に努めま
す。
２． 各委員会と連絡をとり活動状況の報告、次週の例会プログラムを予告し、出
席率を高めたいと思います。

３． 紙面に工夫を図り、興味を注げるよう配慮したいと思います。
ＩＴ・広報委員会

石塚克己委員長
① ホームページ、FACEBOOK をとおして水海道ロータリークラブの現況や活
動等の情報を伝達していく。できるだけ多くの会員に FACEBOOK アプリをパソ
コンやスマホにダウンロードして、みていただければと思う。
② 週報等、関連機関に定期的に送付する。
③ 地域への奉仕事業など茨城新聞社や 2820 地区ホームページに掲載してい
ただくよう積極的に働きかけていく。
④ マイロータリーの活用方法講座、パワーポイントプレゼンテーション方法の講

座など例会にて実施できればと思う。

出席報告

松崎隆詞委員長

会員総数

出席者数

欠席者数

出席免除

メーク

出 席 率

５０名

４０名

９名

１名

１名

８３．６７％

ニコニコボックス

石井康弘委員長

入金額

皆様、コロナには十二分にお気をつけください。
皆さん、委員会報告宜しくお願い致します。
７月最後の例会ですね。

26,000 円

累計

227,000 円

北村（英）会員

五木田会員

倉持会員

コロナがまた増え始めました。

瀬戸会員

また高齢者が副委員長を務めます。宜しくお願い致します。
皆様、コロナに負けずがんばりましょう。

大塚会員

田上会員

東京西ＲＣの例会でメーキャップをしました。さすがに２００名の会員を有するので圧倒されました。点鍾の
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次に体をほぐすリラックス体操のスタートにはビックリしました。
雨の日が続きますががんばります。

白井会員

染谷（正）会員

国際奉仕委員会はコロナ禍の中恒例の事業が出来ません。別の事業を行ってまいりますので、皆様のご
協力をお願いします。

石塚（利）会員

皆様、大変ご無沙汰致します。

山崎（善）会員

委員会事業計画発表宜しくお願いします。
委員会報告宜しくお願いします。

大澤会員

前島会員

皆様こんにちは。毎日の雨にうんざりしてます。梅雨明けが待ち遠しいこの頃です。 山中会員
本年度も宜しくお願いします。

鯉沼会員

大変恐縮ですが、会場設営にご協力をお願い致します。

会報委員会

染谷正美委員長

石井会員

河合恒芳副委員長

中島成則委員

1961 年 日本で初めての国際大会が開催されました

日本で初めての国際ロータリー年次大会は、東京・晴海ふ頭に新しく建設された国際見本市センターを中
心に開催されました。登録者数は 2 万 3,366 人。アジアで初めて開催された年次大会でもあります。特に、
海外 70 か国余から約 7,400 人の参加者があったことは、当時の事情を考えると、驚くべきことだったでしょ
う。 この大会の成功によって、日本のロータリーは、世界のロータリーの中での地位を高め、また、国内で
もロータリーの存在を広く知らせることになりました。
ロータリーの友より
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