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６月はロータリー親睦活動月間
例会報告

VOL.５９ No.１６ (No.2663) ６月８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

◎会長エレクト研修セミナー報告 古矢 満会長エレクト

◎入会式

◎2021-22 年度事業実績報告

入会式
古津英二氏
こんにちは。ただいまご紹介いただきました、常陽銀行水海道
支店の古津と申します。4 月付の人事異動で千葉の松戸支店か
らまいりました。今は南越谷から 1 時間 20 分かけて通っていま
す。趣味は鄙びた温泉巡りです。今日から入会させていただき
ましたので、少しでもお役に立てればと思いますのでよろしくお
願いいたします。

ビジター
第 7 分区 ガバナー補佐 根本清美様(牛久ロータリークラブ)
いろいろな面でお世話になり心から御礼申し上げます。
一年間ありがとうございました。

米山奨学生

王 昌さん

こんにちは。11 月の例会の時に卓話で研究内容の話をさせてい
ただきました。その時の話に基づいた論文が日本のコミュニケーシ
ョン関連の報告書に掲載されることになりました。興味のある方は、
私の名前か不同意と検索していただくと私の論文が載っていま
す。

誕生祝

≪会員≫青木英男会員
≪ご婦人≫齋藤(政)会員

倉持功典会員

古津英二会員

古津会員
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幹事報告
週

鈴木茂徳幹事
報

なし

例会変更

なし

諸報告
ロータリーの友委員会

熊谷 昇委員長

ロータリーの友６月号 ご一読いただければと思います。
横組み P８～P１９ ２０２２年規定審議会リポート
縦組み P４～P８ 科学の目で見た 海のプラスチックごみ
２０２２－２３年度 石井康弘幹事
２０２２－２３年度事業計画を６月２９日までに事務局へ提出お願いします。

会長挨拶

倉持功典会長
皆さん、こんにちは。
6 月第 1 回目の会長挨拶を申し上げます。
本日は、第 7 分区ガバナー補佐の根本さん、米山奨学生の王 昌さん、私たちのク
ラブにお越し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。
そして、古津会員、ご入会おめでとうございます。職業上、急な移動はつきものとは
いえ、様々なご苦労はお察しします。どうぞ、新任地でありますこの地域になじむと
同時に、私たちのクラブにも慣れてロータリーを楽しんでいただきたいと思います。

さて、6 月は親睦活動月間です。早速 2 日に親睦ゴルフが晴天の中、開催されました。プレーをしなが
ら、日頃なかなかお話のできない方と様々な話をすることができて、ほんとうにいい事業だと思います。親
睦委員会の皆さんお世話になりました。
また、5 月 28 日には、職業奉仕委員会の皆さんに企画していただいた、ホテル ニューオータニでの食
事と迎賓館見学を実施することができました。重ねてお礼申し上げます。
今月は一年間のまとめで各委員長さんに事業実績報告をしていただきます。同時に次年度の活動もス
タートしております。4 日には、青木ガバナー補佐の第一回会長・幹事会が開催されました。また本日は会
長エレクト研修セミナーの報告もいただきます。少しでもコロナの状況が良くなり 60 周年に向けてのクラブ
運営がスムーズに行きますよう願っております。それでは古矢会長エレクト、各委員長さんよろしくお願いい
たします。
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会長エレクト研修セミナー報告

古矢 満会長エレクト

さる 4 月 9 日～10 日の土日で、ホテルグランド東雲にて会長エレクト研修セミ
ナー (PETS)に参加してまいりました。
ちょうど春の暖かくなりつつある４月の上旬、両日とも雲一つない晴天に恵まれ
まして、
好きな趣味の季節到来の邪念を捨て、絶好の研修日和と自分に言い聞かせ
清々しく研修に臨みました。
初めて地区の他クラブ会長エレクトとの対面なので、初めに色々ご挨拶しましたが、

ホストクラブの学

園ロータリーのメンバーをはじめ、昔の青年会議所のメンバーや業界での知り合いが多くいましたので、和
やかな雰囲気で過ごせました。
さて、研修初日の内容ですが、まず RI テーマ「IMAGIN ROTARY」と次年度地区方針「enjoy life～人生を
楽しむ」との発表があり、分かりやすく言えば、一人一人が想像力を持って奉仕するという事で、次年度スタ
ートにおいてワクワクする内容でした。
そしてクラブ会長の責務と役割とのことで、ロータリーの基本理念、目的、奉仕の理念 など改めてお話
が聞けて勉強になりました。
その中でも、We Serve ではなく Ｉ serve ロータリアン一人一人が、個人として、また事業及び社会生
活において、日々奉仕の理念を実践するという、ライオンズとの違いを当時教えて頂いた事を思い出しまし
た。その後 2820 地区の各委員会より発表がありましたが、国際奉仕の石井委員長の発表が一番冴えてい
ましたとだけお伝えして、その他は時間の関係上割愛いたします。
また 2 日目の研修では各カバナー補佐の抱負という事で、第 7 分区の青木ガバナー補佐の抱負が一番
力強かったとお伝えし、他の分区は時間の関係上こちらも割愛いたします。
以上簡単ですが、素晴らしい研修ができたことをご報告とさせていただきます。

クラブ協議会
２０２２－２０２３年度 予算(案)
別紙の通り
・・・・拍手で承認・・・・
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クラブ委員会 活動目標

会員組織委員会

クラブのサポートと強化

会員増強委員会

会員拡大と会員退会防止

選考分類委員会

会員としての選考、業種の適正な分類

ロータリー情報委員会

会員のオリエンテーション・情報の共有

クラブ管理運営委員会

クラブの効率的な運営

出席委員会

例会出席者の管理・昼食の手配管理

親睦活動委員会

会員相互及び家族間の融和を図る親睦活動の企画運営

プログラム委員会

充実した例会の企画運営

SAA 委員会

ハイブリットを含めた例会の準備監督。ニコニコ Box の管理

公共イメージ委員会

クラブの認知度及び公共イメージの向上

ロータリーの友委員会

ロータリー情報の提供及びロータリーの友への投稿

会報委員会

クラブの記録、会報の制作協力

IT 委員会

マイロータリーへの登録促進、HP・SNS でのクラブ PR

職業奉仕委員会

職業を通じての奉仕活動の企画運営

社会奉仕委員会

地域社会への奉仕活動の企画運営

国際奉仕委員会

国際交流プロジェクトの企画運営

青少年奉仕委員会

青少年活動への企画運営

ロータリー財団

財団への寄付とその意義の再確認

米山記念奨学会

米山奨学生の受入れ、学友会との情報交換

クラブ戦略委員会

クラブの中長期的な運営の企画

６０周年特別委員会

60 周年の歴史を感じ感謝の念にあふれた事業の企画運営

２０２１－２０２２年度 事業実績報告
ロータリーの友委員会

熊谷 昇委員長

「ロータリーの友」の購読、関心そして理解をしていただくために今年度も第一例会に
て RI の記事や国内他クラブの記事の紹介を 2 名の委員が交互にさせていただきま
した。
しかし、コロナ下での例会の隔週開催や休会、例会時のゲストスピーカーへの時間
配分などもあり不規則な形での「友」の紹介になってしまいました。2～3 か月分まとめ
ての紹介や月末時の例会になることもありました。
また 各団体への「ロータリーの友」配布も同様に不規則な配布にとどまり今後に課題を残しました。今後
「友」の活用の仕方を次年度の担当者と検討しながら引継ぎをしたいと思います。
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次に「友」への記事投稿は残念ながらできませんでした。やはり委員会の中で計画を立て会員の方にテー
マに沿って依頼する;あるいは各委員会の活動を紹介、原稿を依頼することが必要だと思います。今後の
課題として申し送りたいと思います。
不十分な活動になったことを反省しつつ次年度にしっかり引継ぎをしたいと思います
一年間お世話になりました。
会員増強委員会

武藤康之委員長
今年度の当委員会は、純増 2 名を目標に掲げ、委員会のみならず各会員の協力
のもと、活発な活動を展開してまいりました。その結果、笹生君 石塚徹君 松坂
武君 古津君の 4 名の新規入会者を迎えることが出来ました。 その他、入会者勧
誘の手順に則り、現在複数名の入会候補者と鋭意折衝中です。今年度内、ある
いは次年度にその成果が現れるよう会員増強の努力を継続していきたいと考えて

おります。会員各位の相変わらずのご協力をお願い致します。
選考・分類委員会

青木正弘委員長
会員選考部門
前期に４名、後期に１名の方の推薦があり、年度初めに計画した選考基準により
選考しい何れも適格者と判断し会長に報告しました。現在その内３名の方が入会
しております。
職業分類部門
前期に推薦があった４名の方の内、３名の方は既存の分類に１名の方は新設した

建築土木といたしました。
計画に記した、分類項目の件
２０１９年規定審議会の於いて職業分類制度が廃止となり、職業分類という言葉は残っているが職業分類に
よる入会制限は無くなりました。 水海道クラブでは職業分類を残し続けるにしても分類表の充填・未充填
問題は不必要ではと考えます。
ロータリー情報委員会

松村仁寿委員長
当委員会の責務はロータリークラブに関する情報を会員の皆様に提供・伝達する
ことにあります。特に入会間もない会員の皆様には、ロータリークラブの意義を習得
して頂く必要があると考え、研修会を７月・２月に開催する予定でありましたが、コロ
ナウイルスのために中止せざるを得ないことになり、今年度の事業は、何もできま
せんでした。

出席委員会

斎藤広巳委員長
前年度に続いて本年度はコロナ禍真っ只中の年度となりました、感染予防のため
月 2 回開催でスタートした今年度例会でしたが、8 月 3 日に国の緊急事態宣言を
受けた茨城県は 9 月 12 日まで非常事態宣言を発令しました、クラブ例会はこれを
受けて 8 月、9 月は非開催にすることとなりました、10 月から月 2 回で再開されまし
たが 1 月に感染者が急増し、常総市はまん延等重点措置の適用市町村となり 2 月
は例会が開催できませんでした、3 月からは月 2 で回開催できましたが、結果今年

度 17 回開催ということで年度末になります。
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出席委員会は参加したくなるような例会を目指し、例会数を考慮して単価を設定し例会参加者の声を聴き
ながら、喜んでいただけるように食事の用意をしてまいりました、たまに豪華な弁当を準備したりもさせてい
ただきました。
食事の無駄を減らすため、早目の出欠報告のお願いをしていましたが、例会がランダムの開催となり、発注
に間に合わず弁当余りが散見されたことは反省しています。
早めの出欠報告にご協力いただきありがとうございました、会員の皆様に感謝申し上げ事業報告とさせて
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

誕生祝御礼≪会員≫青木(清)・古津・青木(英) 各会員

73,000 円

累計

1,506,000 円

≪ご婦人≫古津会員

不慣れですが宜しくお願いします。お祝いありがとうございます。久しぶりの誕生祝いです。
古津さんご入会おめでとうございます。根本ガバナー補佐１年間お世話になりました。
本年度最終月の例会なのでよろしくお願い致します。
本日も宜しくお願いします。

古津会員

倉持会員

鈴木(茂)会員

古矢会員

古津さん、宜しくお願い致します。

石井会員

古津さん、入会おめでとうございます。

武藤会員

根本ガバナー補佐ようこそ。倉持会長、鈴木幹事もう少しです。

染谷(秀)会員

迎賓館見学会参加の皆様「おもてなしの心」充分ご勉強になったと思います。

青木(英)会員

６月４日に７分区第１回目の会長・幹事会を開催し皆様方のご協力をいただき無事終了出来ました。ありが
とうございます。付け焼刃、にわか仕込みながら頑張りますのでご指導ご協力をお願いします。倉持会長、
鈴木幹事年度、ラストスパートをよろしく!!

青木(正)会員

都合で委員会行事欠席しました。大変お疲れさまでした。また本日のお弁当とても美味しかったです。斎
藤委員長ありがとうございます。

石塚(克)会員

斎藤さん、鈴木さん、松坂さんの見事なゴルフに圧倒され大変勉強になりました。おかげ様でエージシュー
トを達成することができました。ひ孫が生まれました。お三人様お世話になりました。

北村(仁)会員

迎賓館見学素晴らしかったです。また皆さんには大変お世話をお掛けしたしありがとうございました。感謝
致します。

松坂(興)会員

親睦ゴルフ大会優勝頂きました。親睦委員会ご苦労様でした。また無事に初孫が生まれ”おじいちゃん”に
なりました。

北村(英)会員

常陸牛届きました。ありがとうございます。

廣井会員

倉持会長、鈴木幹事、１年間ご苦労様でした。最後 1 カ月ラストスパート頑張って下さい。
倉持会長、鈴木幹事、１年間ご苦労様でした。

熊谷会員

田上会員

倉持会長、鈴木幹事一年間お世話になりましたまた、ご苦労様でした。

松崎会員

クラブ親睦ゴルフ参加しました。同伴の北村 仁会員の 5 打の余裕をもってのエードシュート達成おめでと
うございます。圧倒されました。

斎藤(広)会員

親睦ゴルフ、お疲れ様でした。

山中会員

先日の親睦ゴルフお疲れ様でした。楽しくプレーさせていただきました。
親睦ゴルフありがとうございました。

河合会員
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中山会員

６月はロータリー親睦活動月間
先日の親睦ゴルフ大会にご参加ありがとうございました。残り僅かとなりました。引き続き頑張ります。
淀名和会員
本日、小絹でファミリーマートとコインランドリーを同時オープンしました。近くまで来たときは 3 日間セール
をやってますので寄って下さい。宜しくお願いします。
梅雨入りしました。雨の季節が続きますね。
休みが続きました。

会報委員会

前島会員

五木田会員

青木(清)会員

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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