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例会報告    VOL.５９ No. ８ (No.2655) １２月８日(水)雨 (司会 齋藤政博委員長) 

  本例会での主な事項 

◎会長あいさつ              ◎外部卓話 

           常総青年会議所理事長 新岡 彰様 

 

ビジター 

米山奨学生 王 昌さん 

   こんにちは。王 昌です。１２月はクリスマス、１月はお正月とあります

が、中国は２月の旧正月が盛大です。餃子と爆竹の音を聞きながら

迎えます。今はコロナで帰れなくて日本で静かに過ごします。皆さん

も体調に気を付けて下さい。 

常総青年会議所理事長 新岡 彰様 

常総青年会議所専務理事 青木 大様 

YFC 谷和原 コーチ成島様 

ご支援頂きありがとうございました。メダルが用意でき盛大に開催することができました。次年度も開催

する方向で進めています。今後もご支援宜しくお願いします。 

 

誕生祝 

       

≪会員≫会員五木田裕一会員  古矢 満会員  白井 豊会員  前島 聡会員 

≪ご夫人≫五木田会員  武藤会員  鯉沼会員  斎藤(広)会員  染谷(秀)会員 

 

幹事報告   鈴木茂徳幹事 

週   報  なし 

例会変更  竜ケ崎ＲＣ １２月２８日(火) 休会 

  牛久ＲＣ １２月２７日(月) 休会 

例会終了後に会長経験者の集いがあります。宜しくお願いします。 

 

諸報告 

米山記念諸学会  白井 豊副委員長 

全会員よりご寄付頂きました。ご協力ありがとうございました。 

 

社会奉仕委員会  石塚克己委員長 

赤い羽根とバッジは２２日にお渡ししたいと思います。ご協力ありがとうございます。 
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会長挨拶   倉持功典会長    

皆さん、こんにちは。 

12 月最初の例会となります。 

米山奨学生の王 昌さん、常総青年会議所の新岡理事長、専務理事の青木さん、

私たちのクラブにお出でくださいましてありがとうございます。会員一同歓迎申し上

げます。新岡理事長には、後ほど卓話をお願いいたします。 

 4 日（土）は、筑西市のダイヤモンドホールで国際奉仕セミナーが開催されまし

た。山﨑国際奉仕委員長が ZOOM にて参加してくれました。また、地区国際奉仕

総括委員長の石井会員は地区役員、地区委員紹介とセミナー趣旨説明、そして、質疑応答と大忙しの半

日でした。お二人とも大変お疲れさまでした。 

4 大奉仕委員会もコロナ渦で、なかなか実施するのが難しい事業がありますが、少しずつ状況もよくなって

きているようですので、後期には実施できそうな委員会もあります。また、各委員長さんたちが、この状況下

でもできることはないかと知恵を絞っていただいておりますので、新たな奉仕活動も期待できることと思いま

す。 

 さて、12 月は疾病予防と治療月間です。これに因んで、次回例会では、廣井会員にコロナの現状と今後

について卓話をいただく予定となっております。年末の忘年会が中止となり、年が明けてからの私たちのク

ラブ行事はできるのか、IM や地区大会、そして次年度の６０周年と、コロナ感染症の状況がとても心配され

るところです。前期最終の例会となりますのでお一人でも多くの会員の皆さんと顔を合わせたいと思ってお

ります。 

なんとかオミクロン株が拡大しないことを願いまして会長挨拶を終わります。 

 

年次総会 

１１月１０日に開催されました、指名委員会において次々年度会長に松崎隆詞会員を推薦します。 

如何でしょうか。 

                       ・・・・・・・拍手承認・・・・・ 

ありがとうございました。 

 

松崎隆詞会員あいさつ 

２０年のロータリー歴はありますが、まだまだわからないことが多々ありますが、ご指

導ご協力を頂きながら努めていきたいと思います。宜しくお願いします。幹事には、

石塚利明会員にお願いしました。 

 

 

 

 

外部卓話   常総青年会議所理事長 新岡 彰様 

皆様改めましてこんにちは、私は一般社団法人常総青年会議所第４１代理事長職

を仰せつかっております新岡彰です。宜しくお願い致します。 

本日は私に外部卓話という貴重な経験を与えてくださいました、倉持会長を始め

水海道ロータリークラブ会員の皆様、素晴らしい会場設営や進行運営して頂きまし

てありがとうございます。 

早速ですが少々私の自己紹介をさせて頂ければと思います。 
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出身はつくばみらい市に生まれ育ちました、生年月日は S６０年３月２４日現在３６歳です、職業は株式会社

新岡興業、足場工事一式請負業、代表取締役を努めております。 

事業内容といたしまして、戸建て住宅、アパート、ビル、マンション、倉庫などの新築や改修工事に伴う外部

足場組立と解体工事をメインで行っております。 

本年度は改修工事の元請化を考え火災保険や地震保険を活用した自然災害の被害で傷付いた建物を新

しくリフォームサポート出来る事業 NEW STANDARD（新しい標準を創る）という会社名で立ち上げ、軌道に

乗せる為社員と共に日々奮闘しております。 

そして青年会議所（JCI）は全国で約７００ヶ所の青年会議所が存続し全国で３万名を誇る奉仕、修練、友情

３カ条のもと志を高く持つ２０歳～４０歳の会員が集まる世界各国に存在する国連が定めた組織であります。 

過去に日本を代表する安倍晋三元首相や政治家の歴代７割が青年会議所に所属していたと聞いていま

す、そんな中私が青年会議所に入会したのは本日同席して頂いている、当時２０１７年度山﨑哲男理事長

や志高いメンバーとの出会いに恵まれて、知人の紹介をきっかけに常総青年会議所に承認頂き入会致し

ました。 

そして月日は早いもので入会から４年数か月の月日が経過して青年会議所活動や人生の経験を糧に今こ

の場に立たせて頂き感謝しております。 

そして本年度常総青年会議所が２０２１年度掲げるスローガン、破天荒～新しい自分を創り未来へ発信しよ

う～のもとスタートを切らせていただきました、スローガンの破天荒の意味合いとしまして、コロナウイルスで

今までの常識がリセットされました、そこで人々が日々ピンチの現状の中、今まで誰も成し遂げなかった事

業などに挑戦する事でメンバー全員が今後の新しい経験などに役立てていければと思い現状に合った会

場のスクリーンに映し出されている事業を邁進してきました。 

そういった事業を展開する事で本年度正会員１０名でのスタートでしたが２倍以上の１１名の会員拡大に成

功して正会員２１名で今年度活動することが出来ました。 

メンバー全員の協力があり拡大に成功し全国から注目を集めることや、本年度の功績が讃えられ私自身来

年度は日本の拡大委員会副委員長に選ばれる事や、自身の試みで世界８９各国の次年度会頭が参加す

る世界の交流や親睦を図る事業、国際アカデミー事業 in 仙台に茨城県代表として参加する事が出来まし

た。 

大変な事も多いですがこの貴重な経験を体験する事が出来た事、そして青年会議所で出会えた皆様の協

力があったからこそだと感じております。 

この様な貴重な経験を青木次年度理事長にしっかりとバトンをつないでいけるように残りの本年度の任務を

全うして参りますので宜しくお願い致します。 

本日は皆様ご清聴ありがとうございました。 

 

出席報告   宮代 尚副委員長 

会員総数 出席者数 欠席者数 出席免除 メーク 出 席 率 

５０名 ３０名 １９名 １名 １名 ６３．２７％ 

 

ニコニコボックス   小林聡司委員長          入金額  81,000 円   累計  729,000 円 

誕生祝御礼≪会員≫前島・五木田・白井・古矢  各会員   

≪ご夫人≫鯉沼・五木田・斎藤(広)・武藤・染谷(秀)  各会員 

前回重要なニコニコＢＯＸを忘れて大変申し訳ございませんでした。また本日ＪＣの新岡理事長卓話をよろ

しくお願いいたします。  倉持・鈴木(茂)  各会員 

１１月の財団月間にはご協力頂きありがとうございました。  染谷(正)会員 
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師走に入り皆さんお忙しい事と存じます。充分御自愛いただきますよう祈念いたしております。松坂会員 

新岡理事長卓話宜しくお願いします。  山﨑会員 

１月１日付で異動になります。  五味会員 

大変寒くなりました。早いですが今年一年お世話になりました。  松崎会員 

常総青年会議所新岡理事長卓話頑張って下さい。また１月１日の親睦新年会を企画してます。宜しくお願

いします。  淀名和会員 

世界大戦、開戦から８０年経ちました。世界の平和が永遠に続きます様に!!  北村(英)会員 

理事会忘れました。  染谷(秀)会員 

その他  田上会員 

本日早退させて頂きます。  石塚(克)会員 

 

会報委員会      河合恒芳委員長  中嶋利成副委員長 

 

 

写真提供者:和久事務局 
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写真提供者:河合恒芳会員 


