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水海道ロータリークラブ

20２１-20２２年度 シェカール・メータ ＲＩ会長
例会予定

８月 ４日 休会
８月１１日 休会

VOL.５９

Ｎｏ．２ （通算Ｎｏ．2649）

２０２１年７月２８日（水）
点

８月１８日 例会開催日

例会プログラム

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
各委員会事業計画発表

倉持功典会長

鈴木茂徳幹事

１年間よろしくお願いいたします。
２０２１－２０２２年度

会

長

倉 持 功 典

幹

事

鈴 木 茂 徳

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/
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例会報告

VOL.５９

No. １ (No.2648)

７月１４日(水) 晴れ (司会 齋藤政博委員長)

本例会での主な事項
◎襷の引継ぎ

◎会長・幹事年頭のあいさつ

◎記念品贈呈

◎委員会事業計画発表

襷の引継ぎ

北村英明直前会長から → 倉持功典会長へ

五木田裕一直前幹事から → 鈴木茂徳幹事へ

記念品贈呈

倉持功典会長から → 北村英明直前会長へ

鈴木茂徳幹事から → 五木田裕一直前幹事へ

誕生祝

≪会員≫北村 仁会員

石塚克己会員

宮代 尚会員

≪ご夫人≫青木(清)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

理事・役員会報告
１．２０２１－２０２２年度 各種委員会について（敬称略）
・ 指名委員会（７名）斎藤(広)・石塚(克)・染谷（秀）・瀬戸・北村(英)
倉持・古矢
・ 監査委員（２名）・・・秋田・斎藤(広)
・ 米山カウンセラー・・・石塚(克)
２．納涼会について・・・・中止
３．ツウンバ派遣について・・・中止
４．出席免除について・・・・松村仁寿会員
５．８月・９月の例会について
例会開催日・・・８月１８日(水)・９月１日(水)・９月１５日(水)・９月２９日(水)
６．国・県からのコロナ緊急事態宣言等での例会中止判断について
宣言が出たら中止とする。アドバイザーとして廣井 信会員
７．その他
・花火大会協賛金・・・５万円
・静岡県土砂災害義援金 １,０００円／人

幹事挨拶

鈴木茂徳幹事
皆さんこんにちは。
2021―2022 年度の幹事を拝命しました、鈴木です。幹事就任にあたり一言ごあい
さつ申し上げます。
今年（倉持年度）の幹事を引け受けた経緯についてお話ししたいと思います。5 月
連休明けに突然私の携帯電話に倉持さんより電話がありました。私に会いたいと
言うことでした。私はわかりましたと返事をしまして 事務所で待っていた所 30 分ぐ

らいで来ました。手土産のお菓子を持って来られました。私は何の話かなと思っていたら、スグに幹事の要
請のお話でしたので、私ではムリですわと言いましたが。事情お聞きしますと、ある方に幹事をと思ってい
たのですが、病気になられたとのことで、急遽私にということでした。私ではムリと言つたのですがどうしても
お願いします。とのことでした。

私のところに来る前には、ロータリーの重鎮であります松坂さんのところ

に行って相談をされたということで、松坂さんからも私にお願いしなさいということでした。私も心の整理がで
きてなかったものでー週間待つて下さいということで帰っていただきました。その後一週間後倉持さんから
電話があり、電話のやりとりでいったん、断ったのですが、松坂さんの助言と初めて来社の時に、持って来
られた手土産のお菓子を、もうすでに、うちの社員が食べてしまっていたのでお引き受けすることになった
次第です。今思うとあの時の手土産をうちの社員が食べてしまったことは非常に残念でなりませんでした。
とは言っても私も引け受けたからには私なりにー懸命に頑張りたいと思いますので、皆さんのご協力及びサ
ポートが必要ですので より一層のご指導、協力のほどよろしくお願いいたします。以上で私の幹事就任の
挨拶といたします。 よろしくお願いいたします。
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会長挨拶

倉持功典会長

2021-2022 年度 会長方針

2021-2022 年度 水海道ロータリークラブ 59 代目の会長を務めさせていただ
きます。どうぞよろしくお願いいたします。
初めに前年度の北村会長、五木田幹事、各委員会の皆さん、一年間ご苦労様
でした。コロナ渦で例会や事業が思うように開催できず、無念であったことと思い
ます。年度が変わり少しゆっくりと申し上げたいところですが、早速大変な仕事を
していただいております。引き続きよろしくお願いいたします。
今年度が始まるまでの数か月は、幹事予定者でありました鈴木勝久会員の体
調が思わしくなく、会員の皆さんには大変心配していただきました。一日も早く回復してロータリーに復帰さ
れることを願っております。幸いにも鈴木茂徳さんに、急遽お願いしたにも関わらず快く引き受けていただ
けましたので、今日、ここに立っていられることとなりました。ほんとうにありがとうございました。（まさにロータ
リーに NO はない精神を実践していただいたわけです。）
私は、2005 年 8 月 3 日 青木清人会長 熊谷昇幹事年度に入会させていただきました。
これまでにいくつかの委員長と 4 年前には石塚会長のもと幹事を務めさせていただきました。今年が 16 年
目となります。
相変わらずロータリーのことはよくわかりませんが、会員の皆さんが職業に対して高い倫理観をもって臨み、
日々、人間力を磨き上げていることはいつも感じております。おそらくこのことを感じ取るための第一歩とし
て、例会への参加が必要なのだと思っております。
誘っていただけるとは思ってもいなかった自分が会長ということで、水海道ロータリークラブの伝統の重み
に押しつぶされそうですが、鈴木茂徳幹事と共に一生懸命に務めさせていただきますので、一年間、ご指
導とご協力をよろしくお願いいたします。
シェカール・メータ会長から発表された RI のテーマは
「SERVE TO CHANGE LIVES」(奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために)です。奉仕は施される
者の人生を豊かにするだけでなく、同時に与えた者の人生をより豊かにすることを強調されました。地域社
会への貢献は地球環境を改善し人類の持続可能な発展に寄与しますとし、新しい重点分野「環境の保全」
への取り組みを掲げました。
新井ガバナーからの 2820 地区スローガンは「Think Globally、Act Locally」（地球の未来を想い 地域
社会に貢献しましょう）です。
地区目標は 2820 地区の持続可能な発展に資する奉仕活動の推進とし、具体的行動指針としては、ロータ
リーの新しい重点分野「環境の保全」の推進

「ロータリー奉仕デーに地球環境保全活動を実施する」とし

ました。
私たちのクラブも 9 月 12 日（日）にロータリー奉仕デー 2021 茨城海岸美化プロジェクトに参加いたしま
す。一人でも多くの会員の皆さんに参加いただきたいと思います。
ガバナー公式訪問は 10 月 13 日です。その他計画しております事業はコロナの状況をみながら進めさ
せていただきます。
今年度は気配りを忘れずに、親睦と友愛を大事にして運営していきたいと思っております。そして 60 周年
に向けてクラブの力を蓄えたいと思っております。
一年間よろしくお願いいたします。
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委員会事業計画発表
会員組織委員会

古矢 満委員長
会員組織委員会は会員増強・選考分類、R 情報で構成されています。未だに新型コ
ロナの影響でクラブ運営が厳しい状況でありますが、各委員会との情報や意見交換を
行い魅力あるクラブ運営に努めます。その中でも重点活動としましては、会員の増強
と退会防止。ロータリー活動を地域へ PR しながらロータリー活動の理解を深める年を
目標として行いたいと思いますので、ご協力の程よろしくお願い致します。

会員増強委員会

武藤康之委員長
事業計画
コロナ禍も 1 年半を経過し、様々な活動の制限も相変わらずの状態が続いておりま
す。
ロータリー活動も、過去の幾多の危機や災害とは全く別の脅威にさらされている状況で
あると、誰もが認識していると考えるところであります。そんな中ではありますが、又、そ
んな状況だからこそ、現会員の退会を防ぎ、新会員の加入を進めていかなければなら

ないと考えます。
今年度は純増 2 名を当委員会の目標に掲げ、充実した一年となるよう、努力して行きたいと思います。
皆様のご協力をお願い申し上げます。
選考・分類委員会

青木正弘委員長
当委員会は、選考と分類の二つの部門に分かれます。
選考では、会員増強委員会と連携し水海道ロータリークラブで活躍いただける方々
を理事会に推薦したいと考えます。
選考にあたり特に例会への出席、社会的な評価、財政的義務を果せるか等を重視
します。

分類では、分類項目数５８に対し充填項目数３７・未充填項目数２１となり分類項目の３６％が未充填となり
ます。 未充填項目に新会員を当てる努力は必要ながらもこの問題を考える年度にしたいと考えます。
R 情報委員会

松村仁寿委員長
当委員会の責務は、ロータリーに関する情報を会員に提供、伝達することにありま
す。特に入会間もない会員に対しては、ロータリーの歴史、目的等正しい知識を習
得して頂く必要があり、そのための研修会を行いたいと思います。
ロータリーに対する正しい認識、水海道ロータリークラブ定款に対する認識を会員各
位が持つことにより、新会員の増加に繋がると考えます。
インフォーマルミーティングにつきましては、５年未満の会員を対象としてまいりまし

たが、それ以上在籍年数の会員におかれましてもロータリーを再認識して頂くよい機会と捉え、ご参加頂け
たらと思っております。
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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

４２名

８名

０名

０名

８４．００％

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≫北村(仁)・石塚(克)・宮代

各会員

一年間よろしくお願いします。いろいろとご指導下さい。
一年間よろしくお願いします。

180,000 円

累計

180,000 円

≪ご夫人≫青木(清)会員
倉持会員

鈴木(茂)会員

新年度スタートです。倉持丸宜しくお願いします。

古矢会員

新年度皆様宜しくお願い致します。前の席は皆さまが良く見えて緊張します。
倉持年度の大活躍を期待致します。御苦労様です。

石井会員

北村(仁)会員

倉持年度の船出を祝して。併せて会員皆さんの益々のご活躍とご発展を祈念いたします。 松坂会員
倉持・鈴木年度の新しいスタート期待します。

白井会員

心機一転 AA で頑張ります。小林委員長宜しくお願いします。
倉持会長始め役員の皆様がんばりましょう。

北村(英)会員

大塚会員

倉持会長、鈴木幹事の船出をお祝い申し上げます。

染谷(秀)会員

会長幹事さん、頑張って下さい。宜しくお願いします。

小島会員

倉持会長、鈴木幹事年度の船出、誠におめでとうございます。慈悲深い奥ゆかしいお二人の手腕にご期
待申し上げます。現在コロナ禍のなかですがワクチン効果も年末までには出てくるでしょう。「雨過天晴」と
言いますから!

青木(正)会員

倉持年度の船出、おめでとうございます。宜しくお願いします。
倉持会長、鈴木幹事今年度宜しくお願いします。

松崎会員

倉持会長、鈴木幹事、一年間御指導宜しくお願い致します。
一年間宜しくお願いします。

廣井会員
田上・石塚(利)

各会員

染谷(正)会員

倉持会長、鈴木幹事、一年間頑張ってください。
倉持会長一年間宜しくお願いいたします。

秋田・熊谷

宮代・大堀

各会員

各会員

倉持会長鈴木茂徳幹事一年間がんばってください。顔を合わせたら先ずいつものように笑いましょう!!
石塚(克)会員
倉持丸船出おめでとう。

松村会員

倉持理事長のもと新年度スタート。皆さん宜しくお願いします。
倉持会長、鈴木幹事、ご苦労様です。

青木(英)会員

武藤会員

倉持会長、鈴木幹事一年間宜しくお願い致します。プログラム委員長がんばります。

齋藤(政)会員

倉持会長、鈴木幹事一年間宜しくお願い致します。 中山・瀬戸・雨谷・淀名和・荒井・五木田・青木(清)
山中・前島・小林
今年度も宜しくお願い致します。
新年度宜しくお願い致します。

中嶋会員
山﨑(哲)会員

ワクチン１回目が終わりました。２回目２６日です。

会報委員会

各会員

五味会員

河合恒芳委員長
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中嶋利成副委員

和久事務局

