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２０２２-２３年度 ジェニファー・ジョーンズ ＲＩ会長 

 

例会予定     ７月２０日 休会 

           ７月２７日 各委員会事業計画発表 

 

 

VOL.６０  Ｎｏ．２ （通算Ｎｏ．2666） 

 

２０２２年７月１３日（水）  例会プログラム           

点     鐘 

ロータリーソング・四つのテスト 

ビジター紹介 

出 席 報 告 

ＳＡＡ報告 

諸 報 告  

幹 事 報 告 

会 長 挨 拶 

米山奨学生挨拶                           

各委員会事業計画発表                          写真:五木田裕一会報委員長 

                                                                                                                                                        

２０２２－２０２３年度      会  長  古 矢  満       幹  事  石 井 康 弘 

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/ 

水海道ロータリークラブ 
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例会報告    VOL.６０ No.1 (No.2665) ７月６日(水)晴れ  (司会 前島 聡委員長) 

  本例会での主な事項 

◎会長あいさつ        ◎ガバナー補佐挨拶 

                      ◎６０周年実行委員長挨拶 

 

襷の引継ぎ・記念品贈呈 

  

古矢 満会長         倉持功典直前会長    古矢 満会長      鈴木茂徳直前幹事 

 

誕生祝   

       

≪会員≫河合恒芳会員  北村 仁会員  石塚克己会員  宮代 尚会員 

≪ご夫人≫青木(清)会員 

 

幹事報告   石塚利明副幹事 

週   報  なし 

例会変更  なし 

理事・役員会報告 

１． 新会員推薦について 

大河美由紀氏 福岡運輸㈱ 代表取締役    推薦者・・古矢 満会員、前島 聡会員 

渡辺 悟氏   ㈱フタバ建設 代表取締役   推薦者・・古矢 満会員、前島 聡会員 

  選考・分類委員会へ回します。 

２． 納涼会について・・・８月２７日(土) あすなろの里 １７時～２０時 

３． ８月の例会予定日・・・８月３日、８月２４日、８月３１日 
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会長挨拶   古矢  満会長    

２０２２－２０２３年度 水海道ロータリークラブ第６０代会長を務めさせていただき

ます古矢 満です。 

皆様どうぞ宜しくお願いします。 

思い起こせば青年会議所を卒業したのち、このクラブに入会させていただき、早

いもので１５年が経ちました。様々な委員会を経験させてもらい、２０１８－２０１９

年度では染谷秀雄会長のもとで、幹事を経験しロータリーの奉仕活動を学ばせ

ていただきました。しかしまだまだ未熟な自分ですので、皆様より更なるご指導

をいただきたいと思います。どうぞ宜しくお願い致します。 

また、幹事として石井会員を指名させていただきました。石井会員には地区の総括委員長を兼務していた

だきながらの幹事として、大変忙しい思いをさせてしまいますが、石井幹事におかれましては若さと情熱で

頑張っていただきたいと思います。 

さて、本年度は水海道ロータリークラブにとって節目であります６０周年であります。それに伴った記念事業

や式典の開催。そして青木正弘ガバナー補佐のもとでの IM 主管開催など事業活動が目白押しとなります。

長らく新型コロナウイルスの影響でできなかった親睦家族例会の開催なども含めた活動や、例会開催など

コロナも収束しつつあり水海道ロータリークラブ本来の事業が行われるように、with コロナの配慮をしつつ

すべての委員会活動を、充実したいと思いますので、皆様のご協力をお願い申し上げ挨拶とさせていただ

きます。 

 

会長方針 

水海道ロータリークラブ スローガン 【日日是好日～感謝】 

２０２２－２０２３年度 水海道ロータリークラブ第６０代の会長を拝命しました。 

創立６０年という私が生まれる前からの当クラブの歴史の重みと、節目の年の会長としての重責に、身が締

まる思いとともに、今までご尽力された先輩に感謝の念でいっぱいです。 

私は入会して今年度で１５年になりますが、まだまだロータリーの真髄までわからず日々先輩諸兄はもち

ろん若手会員の皆様にも、色々な立ち振る舞い、言動などから気付きや勉強を日々させていただいており

ます。どのような組織でもメンバー１人１人の意思の疎通や、手に手を取って協力し合うことが、組織の繁栄

につながると思います。      

また、それを基本として、実りのある例会や各奉仕活動を含めたクラブ活動が、楽しく円滑にできるものと

信じております。 

さて、本年度のＲＩ会長のテーマは【イマジン ロータリー】 「昨日のことをイマジン(想像)する人はいませ

ん。それは未来を描くこと。」と、そして 2820 地区ガバナーのテーマは【enjoy life～人生を楽しむ】です。何

事にも楽しく想像しながら、感謝の念を常に持ち、【日日是好日】一日一日を大切に、楽しく一年間会長とし

ての責務を全うしたいと思います。 

最後になりますが、本年度は通常のクラブ活動の他、青木正弘ガバナー補佐にご尽力頂きながら IM の

主管開催、６０周年式典・記念事業の開催など、何かと皆様にはご負担いただくとは思いますが、未来の 10

年 20 年に繋がるクラブへと、会員皆様のご支援ご協力を切にお願いをし会長方針とさせていただきます。  

どうぞ宜しくお願い致します。 
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ガバナー補佐挨拶   第７分区 青木正弘ガバナー補佐 

皆様こんにちは ２０２２-２３年度大野ガバナー年度で第７分区のガバナー補

佐をお引き受けすることになりました。よろしくお願いいたします。 

このお役目は、私にとりましては、あまりにも荷が重くご辞退させていただくと

心に決めておりましたが背中を押してくれる方々の口車に乗せられてしまい

いつの間にかお引き受けすることになってしまいました。しかし受けた以上は、

いい加減なことは出来ませんので、大変だと思う役割を与えられた時こそ自

分が成長出来るチャンスだと自分自身に言い聞かせ、そろそろ大器晩成とい

うフレーズを使えるのも今回が最後かなと思いますので、１年後には成熟した人間になれるよう日々精進し

て参ります。 

年明け早々、１月には RI の研修部からガバナー補佐としての研修資料が送られて来たのが最初でその後

今日まで様々な形で勉強する機会を与えていただきましたが所詮付け焼き刃、にわか仕込みで中々身に

つきませんが皆様方のお力添えとご協力を頼りに地区とクラブの連絡係として１年間職責を果たして行こう

と考えております。 

ＲＩのジェニファー・ジョーンズ会長は、テーマを「ＩＭＡＧＩＮＥ ＲＯＴＡＲＹ」と発表されました。「大きな夢を

かなえたロータリーを想像して」という意味だそうです。 

大野ガバナーは、スローガンをＥｎｊｏｙ Ｌｉｆｅ（人生を楽しむ）とし地区目標を「一人一人が想像力を持って

奉仕する」とし７つの具体的目標を発表されました。時間の関係で全ての紹介は出来ませんが一部をお伝

えします。また詳しくは古矢会長や各委員長からお聞き頂くことでご了承ください。 

・地区会員２，０００名の回復・クラブ純増２名・女性会員の拡大 

・ロータリー賞全クラブでの達成（３年連続） 

・米山寄付・財団寄付と活用（地区補助金・グローバル補助金） 

・環境保全の推進（９月１８日）海、河川、湖沼他 

・フォトコンテストへの応募 

・ＭＹ ＲＯＴＡＲＹへの登録（７０％）をお願いいたします。 

最後に７分区の活動方針として、大野ガバナーのスローガンＥｎｊｏｙ Ｌｉｆｅに青木清人会長年度のスローガ

ンＥｎｊｏｙ ＲＯＴＡＲＹをプラスして、Ｅｎｊｏｙ Ｌｉｆｅ、Ｅｎｊｏｙ ＲＯＴＡＲＹで楽しいＩＭ、楽しい分区のゴルフを

目指して参りますますので皆様方のご協力ご指導ご鞭撻のほどお願い申し上げまして、ガバナー補佐の

就任挨拶とさせて頂きます。 

 

６０周年記念式典実行委員長挨拶   熊谷 昇実行委員長 

皆さんこんにちは。 

今回古矢会長より 60 周年記念実行委員長ご指名をいただいた熊谷です。昨年

の忘年会の席で古矢会長が（そのときは会長エレクトでした）私の耳元で「来年

の 60 周年記念実行委員会の委員長をお願いします」とあの笑顔とかわいい声

でささやかれ、安易にお引き受けしてしまいました。 

ロータリークラブには物事を頼まれたら「NO」はないとの格言もあり、あまり考えも

せずお引き受けしたわけであります。お引き受けした以上は力不足ではありま

すが一生懸命努めさせていただく所存でございます。 

今後会員の皆様には実行委員としてのご協力をお願いしクラブの力を結集するとともに感謝と笑顔のもと

水海道クラブの 60 周年記念祝賀を迎えたいと思います。 
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さて.そんな経過がございましたが、60 周年実行委員長として 7 月第一例会で何か話せと話が回ってまいり

ました。プログラム委員会も石井幹事が不在のため古矢会長、青木正弘ガバナー補佐、60 周年とつなぎ 

例会の時間配分に苦慮されたのだと思います。 

そんなわけでいいただいた時間で少しお話し致します。 

水海道ロータリークラブは 1963 年 9 月 土浦クラブをスポンサークラブとして常陽銀行さんの会場をおかり

して創立いたしました。34 名の会員でのスタートでした。今のようなシステムが確立されていたわけではなく

街の旦那衆がお酒を酌み交わしてのお食事会のような雰囲気だったと記念誌に記録が記載されていまし

た。時代は翌年に東京オリンピックを控え高度成長期、街も元気に満ち溢れていたのだと思います。あれ

から 60 年いろんなことがありつつの 60 年です。水海道クラブは創立 10 周年・20 周年そしてその後は５年

おきに周年記念事業を行ってきています。周年事業は記録を残す意味では大事なことですが少々多いか

もしれません。伝統的に記念事業が好きなのかもしれませんね。 

ちなみに東京ロータリークラブは 1920 年創立ですが、代表的な周年事業は 25・50・75・100 と 25 年おきに

開催しています。もう少しお話をと思いますが時間が参りましたので続きはまた別の機会にと思います。 

拝聴どうもありがとうございました。60 周年へのご協力よろしくお願い致します。 

 

出席報告   宮代  尚委員長 

会員総数 出席者数 欠席者数 出席免除 メーク 出 席 率 

５１名 ４７名 ４名 ０名 ０名 ９２．１６％ 

 

ニコニコボックス   中山英俊委員長          入金額  175,000 円   累計 175,000 円 

誕生祝御礼≪会員≫河合・北村(仁)・宮代・石塚(克) 各会員     ≪ご夫人≫青木(清)会員 

年度のスタートです。クラブ会員の皆様 １年間どうぞ宜しくお願い致します。  古矢会員 

新年度古矢会長、石井幹事、会員の皆様宜しくお願いします。  松崎会員 

古矢会長、石井幹事の船出をお祝い申し上げます。一年間ご指導をお願い致します。また一年間会計を

仰せつかりました。狂いがない様しっかりやらせていただきます。  石塚(利)会員 

古矢会長、石井幹事年度の船出、おめでとうございます。お二人のご活躍をご祈念申し上げます。こちら

は泥船ですがガバナー補佐として静かに舟を進めますので１年間ご指導ご鞭撻をお願い致します。 

青木(正)会員 

会長・幹事 １年間宜しくお願い致します。  小島・熊谷  各会員 

古矢・石井年度の益々のご発展ご活躍祈念申し上げます。  松坂(興)会員 

古矢会長、石井幹事、一年間がんばりましょう。  大塚会員 

新年度おめでとうございます。新役員の皆様ご苦労様です。今年度も米山記念奨学会理事を務めさせて

いただきます。米山宜しくお願い致します。  北村(仁)会員 

会長・幹事 宜しくお願い致します。   田上・齋藤(政)   各会員 

古矢会長、石井幹事、新年度スタートお祝い申し上げます。またロータリー情報委員会宜しくお願いします。  

斎藤(広)会員 

古矢・石井年度 一年間宜しくお願い致します。  青木(清)会員 

今年もよろしくお願いします。  武藤会員 

古矢・石井年度の成功をお祈りします。  石塚(克)会員 

古矢会長、石井幹事、一年間頑張ってください。  倉持・染谷(正)  各会員 

古矢会長、石井幹事、門出をお祝いします。バンザイ!   鈴木(茂)会員 

古矢・石井年度の素晴らしい活躍を期待します。  白井会員 



 

6 
 

今年度も一年間どうぞ宜しくお願い致します。  北村(英)会員 

古矢会長、石井幹事、一年間よろしくお願いします。  染谷(秀)・大堀・宮代・荒井・前島・笹生・小林・ 

草間 各会員  和久事務局 

倉持会長、鈴木幹事一年間ご苦労様でした。また古矢新会長、石井新幹事一年間よろしくお願い致します。  

雨谷会員 

古矢・石井年度 船出おめでとうございます。  松村会員 

古矢会長、石井幹事、大いに活躍して下さい。  青木(英)会員 

古矢会長年度のご活躍をご期待申し上げます。  秋田会員 

会長、幹事をはじめ皆様、新年度も宜しくお願い致します。  大澤会員 

古矢会長、石井幹事、一年間お世話になります。  五木田会員 

今年もよろしくお願いします。  河合会員 

古矢会長、石井幹事、新年度スタートおめでとうございます。  古津会員 

新年度 会長、幹事がんばってください。  淀名和会員 

古矢会長一年間宜しくお願いします。  中島(成)会員 

古矢新会長、石井新幹事これからよろしくお願いいたします。  松坂(武)会員 

古矢会長、石井幹事、本年度宜しくお願い致します。  石塚(徹)会員 

古矢・石井年度の出航おめでとうございます。私も親睦活動委員長がんばります。  山中会員 

新年度となり、初めての委員長となりますがお名前間違いには十分気を付け務めますので、一年間よろしく

お願い致します。  中山会員 

会報委員会  五木田裕一委員長  古津英二副委員長  青木英男委員 

 

 

 


