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例会報告

VOL.５９ No.17 (No.2664) ６月２２日(水)曇り

(司会 齋藤政博委員長)

本例会での主な事項
◎会長あいさつ

◎2021-22 年度事業実績報告

◎入会式

◎会長・幹事

各委員会

一年間を振り返って

入会式
草間充春氏
草間充春と申します。この度は入会に際し皆様のご承認いた
だけたことに深く感謝致します。また、父 草間春正在籍中に
は大変お世話になりました。この場をお借りして御礼申し上げ
ます。ありがとうございました。
一日も早くクラブの役に立てるように精進してまいる所存ではご
ざいますが、何分にも不慣れであったり未熟ですので何かと皆
様にご迷惑をおかけすることも多々あるかと存じます。ご指導ご鞭撻のほどお願い申し上げます。
宜しくお願い致します。

幹事報告
週

鈴木茂徳幹事
報

なし

例会変更

なし
振り返りますと、一年前の５月の終わりごろ倉持会長より緊急の幹事要請の話が
あり、お引き受けしまして一年になりました。
幹事という役職を当初軽く見ており、簡単に引き受けてしまいましたが、いざその
職に就きましたら、いかに重要な役割かを思い知らされました。コロナ禍の中での
例会の在り方も、協議を重ねまして月２回の例会にたどり着いた次第であります。こ
の要職をどうにか一年間全うできたのは、ひとえに会員の皆様のご協力のおかげ

でございます。特に、倉持会長には大変お世話になりました。何もできない私ではありましたが、倉持会長
の助言のもと、本日まで務めることができたと思っております。
最後に、このような未熟な私を支えてくださいました会員の皆様に心より感謝申し上げます。
ありがとうございました。以上で私からの挨拶と致します。

諸報告
２０２２－２３年度 石井康弘幹事
２０２２－２３年度第２回理事・役員会を７月６日、１１時より開催致します。宜しくお願い致します。

会長挨拶

倉持功典会長
皆さん、こんにちは。
今年度、例会場では最後の会長挨拶を申し上げます。
本日は草間会員、ご入会おめでとうございます。長年お待ちしておりましたが、このタ
イミングでご入会いただき、ほんとうにありがたい気持ちでいっぱいです。どうぞ、私
たちと一緒にロータリーを楽しんでいただきたいと思います。

さて、今年度もコロナ渦でほとんど事業を実施することができない状況が続きましたが、終盤にきて少し
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活動できるようになりました。前回に引き続き本日も事業実績報告をしていただきますが、各委員長さんは
じめ委員会の皆さんには、大変お世話になりました。計画から、交渉、打合せを繰り返して初めて事業を実
施することができるわけで、大変なことです。ほんとうにありがとうございました。また、理事・役員の皆さんに
は、様々な場面で意見をお聞かせいただき無事に一年を終えることができました。大変お世話になりました。
さらに事務局の和久さんにもお世話になりました。ロータリーの知識がなく、行動力のない会長の尻を叩き
続けていただきました。
最後に幹事の鈴木茂徳さん、一年前の急なお願いにも関らず快く幹事を引き受けていただきほんとうに
ありがとうございました。
鈴木幹事がいたからこの日を迎えることができました。ありがとうございました。
そして全ての会員の皆さん、おかげさまで例会場で最後の例会となりました。一年間、知識のない、頼りな
い会長にご協力いただき、ほんとうにありがとうございました。心より感謝を申し上げ総括とさせていただきま
す。ありがとうございました。

２０２１－２０２２年度 事業実績報告
米山記念奨学会

白井 豊副委員長
コロナ感染が前年度同様に続き、例会開催日数の制限も有り当初の事業計画実
施に不安を感じながらの 1 年でした。
寄付金につきましは全会員のご協力とご理解を頂き、特別寄付(各 2 万円)、普通寄
付（各 5 千円）100％を達成することが出来、11 月に公益財団法人米山奨学会事務
局に送金をしました。また、当初計画には入っていませんでしたが、コロナ感染が減
少化にあり、本年６月１２・１３日に米山梅吉記念館の見学を計画実行しました。

クラブ受け入れ奨学生の王 昌さん（中国）につきましては、カウンセラー石塚克己会員が良くサポートをし
ていただきました。コロナ禍によりクラブ行事が中止になり、思うような交流が出来ませんでした。それでも例
会には毎回元気に出席されて多様なお話され、10 月の米山月間にも卓話を頂きました。今後の更なるご
活躍を期待します。
それから次年度への申し送りとして、寄付金を送金する手続きはいったんクラブの口座に入金をして送金
することです。当委員会からの直接送金はたいへん困難を要します。
クラブ管理運営委員会

瀬戸隆海委員長

今年度もコロナ過で、かつてのロータリー活動に大きな支障をきたしておりました。周
辺のクラブにおいては、大幅な会員減少という現状に翻弄されているのが実情であり
ます。その大きな原因は、十分な例会開催を始めとするロータリー活動ができないの
であります。ややもすれば、ロータリークラブに入っている価値感、意識低下に及ぼ
しかねません。
今年になって、水海道クラブとしては大きな革新がありました。コロナ過で例会に出に
くい状況の方、仕事の関係で例会に出席できい会員のために、ZOOM による例会出席を認めることになり
ました。私がロータリークラブに入会した時は、緊急連絡については幹事が総て電話連絡といった原始的
な方法で行われていました。以前、当時の先輩方に fax もあるのではないかと聞いたら、昔からの伝統だと
あっさりと言われてしまいました。それが fax になり、メールになり、インターネットによる媒体で連絡網に前進
いたしました。それがインターネットによる例会が実現できたという事は、大きな躍進ではないかと思います。
とりあえずやってみよう、それで駄目なら考えよう。いわゆる実証実験であります。お互いが顔を合わせて話
をすることが重要なのですが、徐々に緩和化されていますが、むやみに会えないといった状況下ではとて
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も有意義であります。
更なる当クラブの躍進を目指していただく事を念じて、報告とさせていただきます。
親睦活動委員会

淀名和茂彦委員長
事業実績報告
・各月各例会時における来賓客のご紹介
・

〃

会員のお誕生日のご紹介（記念品はフォションの紅茶セッ

〃

会員奥様のお誕生日のご紹介（記念品はロクシタンのハ

ト）
・
ンドクリーム）
・親睦新年会の実施

1 月 5 日 ウエディングヒルズアジュール 参加者 33 名

・親睦ゴルフ大会の開催 6 月 2 日 水海道ゴルフクラブ 予定参加者 22 名
コロナ禍の影響で会員・会員ご家族の親睦事業が難しく例会時のお客様のご紹介と会員のお誕生日、奥
様お誕生日の紹介のみとした活動でしたが、昨年末から本年末にかけてコロナ感染者の減少のタイミング
を会長、幹事の取り計らいで十分な感染対策を以て会員のみの親睦新年会を 1 月 5 日に実施することがで
きました。また６月 2 日に会員を対象とした親睦ゴルフを企画実施いたしました。引き続き感染対策をしっか
りと行い 2021-2022 年度の事業を全うしたいとご報告いたします。ご協力いただきました会員の皆様に、委
員会一同御礼申し上げます。
プログラム委員会

齋藤政博委員長
本年度もコロナ禍において例会の開催が不透明な部分もありました。その中でも、地区
セミナーや研修報告、会員卓話、外部卓話を開催できたことは良かったと思います。会
員の皆様、特に倉持功典会長には例会の内容、日程、また不慣れな進行にご協力い
ただきまして御礼申し上げます。一年間本当にありがとうございました。

ＳＡＡ委員会

小林聡司委員長
今年度もコロナ禍のため、例年のわずか半分の例会開催となりました。そのような状
況の中、委員の皆様、会員の皆様のご協力をいただき会場の設営と運営をスムーズ
に行うことができました。心より感謝申し上げます。
ニコニコＢＯＸの目標額２００万には残念ながら届きませんでしたが、１３０万を超える
皆様からのご協力をいただき誠にありがとうございました。

反省点としまして、コロナ対策の検温、消毒の声掛けか最後少し弱くなってしまったのではないかと反省し
ています。
一年間ご協力いただきまして、本当にありがとうございました。これをもちまして今年度の事業実績報告とさ
せていただきます。
公共イメージ委員会

染谷秀雄委員長

公共イメージ委員会では、会報・IT・広報委員会と連携し、ロータリー活動をより多くの
人たちに知ってもらうよう、委員会を進めてきましたが、終息の見えないコロナ禍の中、
例会やクラブの事業も制限され、実行できた対外的事業としては、令和 3 年 11 月 20 日
に開催した谷和原カップ争奪少年サッカー大会だけでした。我々はこの事業を通し、
参加した選手の保護者や大会関係者の方々に、大会を継続してきたことにより、ロータ
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リー活動を理解してもらい、また、ガバナー月誌へ投稿すると共に、茨城新聞に記事として取り上げて頂い
たことにより、地域の方々に水海道クラブの活動が徐々に認知されて来たのではないかと思います。
会報委員会

河合恒芳委員長
当委員会は、例会ごとに週報を発刊して例会の記録保存をおこなうとともに、各委員
会の活動状況を報告して、情報を伝達しました。季節の写真を掲載して、興味がわく
ような週報づくりに努めました。事務局の和久さんには大変お世話になりました。あり
がとうございました。

職業奉仕委員会

青木英男委員長
・2021.11.23
第一回地区職業奉仕セミナー（オンライン）参加
越谷東 RC 青木 伸翁 「人生を変えてくれたロータリーの奉仕の理念」
田中 一弘（一橋大学教授）「論語と算盤―渋沢栄一の経営哲学に学ぶー」
・2022.5.28

赤坂迎賓館見学会
おもてなしの心を学ぶ 23 名参加
・2022.5.29
第二回地区職業奉仕セミナー（ホテル日航つくばジュピター・ウェスト）参加
五代目宝井 琴鶴 講談「日本のロータリーの父 米山 梅吉物語」
つくば学園 鈴木 富士雄「時代とともに変わりつつあるロータリー」
前橋 本田 博己「「職業奉仕」から「奉仕の理念」へ～日本のロータリー
奉仕の第二世紀の哲学～」
迎賓館見学会では、委員会を開き、コロナ禍の中も、久しぶりに委員の皆さんのおかげで委員会活動が
出来ました。
「奉仕の理念」をロータリー会員にわかりやすく伝えるのが、職業奉仕委員会の役目である事を認識しま
した。
一年間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
①

2021 年 11 月

地球環境保全 海岸美化プロジェクトに参加

②

2021 年 12 月

赤い羽根共同募金

③

2022 年 1 月

国際奉仕・社会奉仕・青少年奉仕合同プロジェクト「常

総市内の外国人子どものための日本語講座と 地域の人が集まるえんがわハウス
への支援と助成」
④ 外部卓話 NPO センター・コモンズ横田能洋様
常総大水害以来の地域奉仕活動の紹介
※つくばみらい市マラソン大会はコロナ禍のため、未実施。協賛は次年度にお願いします。
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国際奉仕委員会

山﨑哲男委員長
本年度はコロナ禍の影響で、ツウンバロータリークラブとの交換プログラムは、日本か
らの派遣については中止となりました。また、ツウンバロータリークラブからの学生受け
入れについても中止となりました。
実際の人的な移動を伴う交流が難しい場合は、オンラインでの例会開催を検討して
おりましたが、例会数の関係もあり実現しませんでした。

ツウンバロータリークラブプレジデントのステファン・ロバーツさんと連絡を取りあって、トンガでの噴火の
際にはお見舞いのご連絡をさせていただくなどの交流をさせていただきました。
次年度に向けて先方の連絡体制含め、引継ぎをしっかりとさせていただきたいと思います。
青少年奉仕委員会

大堀和久委員長
事業実績報告
１．青少年奉仕委員会では、谷和原カップ争奪サッカー大会への支援事業として、
金５０，０００円を寄付しました。昨年同様、本年もコロナウィイルス感染の影響もあり開
催が危ぶまれましたが、大会に関係する皆さまのご努力により、２０２１年１１月２０日
（土）に無事開催する事が出来ました。

ご参加いただきました会員の皆様、誠にありがとうございました。
２．国際奉仕・社会奉仕・青少年奉仕の委員会が合同で、えんがわハウスへの支援と助成として、金６０，０
００円及びマスク・消毒液を２０２２年１月１７日（月）に贈呈してまいりました。
一年間会員の皆様には大変お世話になり、ありがとうございました。
財団委員会

染谷正美委員長
ロータリー財団委員会は今年度の計画に沿って、１１月の財団月間に会員の方々に
呼びかけをして、ご理解とご協力のもと目標達成することが出来ました。ありがとうござ
いました。
地区目標
１．年度寄付

１３０ドル

ポリオ寄付

２０ドル

会員一人当たり 合計 １５０ドル
２．恒久基金(ベネファクター) １０００ドル
３．ポールハリスソサエティ

１０００ドル

１名
１名

更に松坂興一会員には特別寄付をいただき、ありがとうございました。そして一年間皆様のご協力に感謝
を申し上げ報告とさせていただきます。

出席報告

斎藤広巳委員長

会員総数

出席者数

欠席者数

出席免除

メーク

出 席 率

５０名

３６名

１３名

１名

５５名

１００．００％

ニコニコボックス

小林聡司委員長

入金額

118,000 円

累計

誕生祝御礼≪ご夫人≫齋藤(政)会員
よろしくお願い致します。

草間会員

一年間お世話になりました。ありがとうございました。

倉持会員

最後の例会宜しくお願い致します。皆さん、ありがとうございました。
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鈴木(茂)会員

1,624,000 円

まだ１週残っておりますが、倉持・鈴木年度１年間お疲れ様でした。来週さよなら例会が残ってますが来年
もよろしくお願いします。また、今月２人目の孫が生まれました。

古矢会員

倉持会長・鈴木幹事１年間大変お疲れ様でした。２９日さよなら例会は国際奉仕事業で不在になりますの
で本日、お礼と感謝をさせていただきます。

石井会員

倉持会長、鈴木幹事１年間お疲れ様でした。見事なクラブ運営でした。次年度は、お二人ともガバナー補
佐セクレタリーとしての活躍をご期待申し上げます。休ませないぞ～ 皆様にとりまして今日も良い日になり
ますように!

青木(正)会員

倉持会長、鈴木幹事さん一年間ご苦労様でした。また米山記念館への研修旅行で参加の皆さんに大変お
世話をおかけ致しました。誠にありがとうございました。

松坂(興)会員

会長さん、幹事さん、お疲れ様でした。後半コロナも明けたようで何よりでした。

北村(英)会員

倉持会長、鈴木幹事、一年間ご苦労様でした。草間君、入会おめでとうございます。
一年間お疲れ様でした。

武藤会員

小島会員

倉持会長、一年お疲れ様でした。

瀬戸会員

倉持会長、鈴木幹事、一年間お疲れ様でした。

石塚(利)・淀名和・宮代・山中・中山

例会場での最終例会です。出席委員会一年間お世話になりました。

各会員

斎藤(広)会員

一年ぶりで１８ホールが出来ました。エージシューターには１０打多かったです。高齢者より

大塚会員

倉持会長、鈴木茂徳幹事、一年間お疲れさまでした。米山研修視察でお世話になりました。ホテルに忘れ
た財布無事書留で戻りました。

石塚(克)会員

米山旅行会ありがとうございました。倉持会長、鈴木幹事、一年間ご苦労様でした。
倉持会長、幹部の皆様、一年間お疲れ様でした。ありがとうございました。
久しぶりの出席ですが、よろしくお願いします。
一年間お世話になりました。

染谷(正)・松崎

熊谷会員

廣井会員

大堀会員
各会員

会長、幹事、ご苦労様でした。草間さんご入会おめでとうございます。

染谷(秀)会員

会員の皆様今年一年大変お世話になりました。ありがとうございます。

青木(英)会員

一年間大変お世話になりました。倉持会長、鈴木幹事、お疲れ様でした。

五木田会員

草間さん入会おめでとうございます。会長・幹事一年間お疲れ様でした。ありがとうございました。
齋藤(政)会員
倉持会長、役員の方々、一年間お疲れ様でした。コロナで大変な中運営お疲れ様でした。松坂(武)会員
倉持会長、鈴木幹事そして会員の皆様１年間お疲れ様でした。

白井会員

草間さん、入会おめでとうございます。倉持会長、鈴木幹事、一年間お疲れ様でした。
本年度もお世話になりました。
本年度お疲れ様でした。

笹生会員

鯉沼会員

石塚(徹)会員

倉持会長、鈴木幹事一年間お疲れ様でした。また会員の皆様会場の設営の協力本当にありがとうございま
した。

小林会員

倉持会長・鈴木幹事、一年間お世話になりました。
例会欠席しました。

和久事務局

中嶋(利)会員
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入金額

一年間本当にお世話になりました。ありがとうございました。

106,000 円

1,730,000 円

倉持会員

最後の例会会員の皆さん、一年間大変ありがとうございました。
倉持会長、鈴木幹事、一年間お疲れ様でした。

累計

鈴木(茂)会員

古矢・中山・石塚(利)・中嶋(利)・山中・荒井淀名和
前島・小林

各会員

倉持会長、鈴木幹事さん、一年間お疲れ様でした。立派な一年でした。
今年度お世話になりました。倉持会長、鈴木幹事ご苦労様でした。

松坂(興)会員

松崎会員

倉持会長、鈴木幹事、一年間本当にご苦労様でした。今日はいっぱい飲んでください。 染谷(秀)会員
倉持会長、鈴木幹事、一年間大変ありがとうございました。
倉持会長、鈴木幹事、お人柄がにじみ出た一年でした。
お暑いですね。

小島・稲葉
石塚(克)会員

北村(仁)会員

例会欠席が続きました。一年間お世話になりました。
会長、幹事そして小林委員長お疲れ様でした。

秋田会員

北村(英)会員

倉持会長お疲れ様でした。古矢新会長よろしくお願いします。
会長幹事一年間ご苦労様でした。

廣井会員

斎藤(広)会員

今年度お世話になりました。倉持会長、鈴木幹事ありがとうございました。
倉持会長、鈴木幹事お疲れ様でした!
一年間ありがとうございました。
一年間お疲れ様でした。
一年間お世話になりました。

石塚(徹)会員

笹生会員

河合会員

倉持会長一年間お疲れ様でした。

会報委員会

各会員

青木(英)会員

松村・齋藤(政)

各会員

田上・青木(清)・武藤

河合恒芳委員長

倉持功典会長

各会員

中嶋利成副委員長

鈴木茂徳幹事

一年間お疲れ様でした。
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