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例会報告

VOL.６０ No.２ (No.2666) ７月１３日(水)曇り

(司会 淀名和茂彦副委員長)

本例会での主な事項
◎会長あいさつ

◎米山奨学生・カウンセラー挨拶
◎各委員会事業計画発表

ビジター
米山奨学生

王 昌さん

誕生祝

≪会員≫瀬戸隆海会員

諸報告
親睦活動委員会

山中弘樹委員長

納涼会の案内・・・あすなろの里で開催します。多くのご参加お待ちしております。

幹事報告
週

石井康弘幹事
報

なし

例会変更

なし

２０２２－２０２３年度、前期の会費お振込み宜しくお願いします。
１． 新会員推薦について分類委員会より
大河美由紀氏 福岡運輸㈱ 代表取締役・・・・貨物運輸事業
渡辺 悟氏

㈱フタバ建設 代表取締役・・・建築

異議のある方は７日以内に幹事まで文書でお願いします。

幹事挨拶
◇22-23 年度方針
・古矢会長との連携を綿密にして、皆様の 1 年間がより楽しく、より満足できるも
のにできるよう努力します。
・クラブ内を総括しつつ、私も学びたいと考えております。
・前代未聞の「年度初めに“幹事不在”」という事を成し遂げ……お詫びの言葉
もない
◇COVIT-19 について
・十数名でフィリピンへ渡航し、地区国際奉仕 WCS 事業を実践して参りました。
→WCS「この指とまれ」事業
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１． マングローブ植樹（友部）
２． 世界の子供へ絵画を（つくばサンライズ）
３． 消防自動車贈呈式（水戸南）
４． VTT：歯科予防（つくばサンライズ）
５． RID3810：DG 就任式
この「就任式」が恐らく感染源かと思います。1000 人以上の会場は非常に危険です。
無防備で且つ緩んでいたことも大きいですが、Philippines はまだまだ緩すぎることも要因。私の帰国が遅れ
たのは、国際奉仕総括委員長としての責務だったのですが…例会初日にも関わらず…大変申し訳ありま
せん。
最後に、今年度は「60 周年」「IM」と親睦活動も大いに頑張っていきたいと思いますので何卒、一年間、宜
しくお願い致します。

米山奨学生挨拶

王 昌さん
ロータリークラブの新年度が始まるというタイミングでこ
のようにお時間を頂いて大変恐縮ですが、奨学金受領期
間の関係で、今回が最後の例会参加になりますので、今
までの振り返りとお別れの挨拶を述べさせていただきま
す。
まず、カウンセラーの石塚さん、瀬戸さんをはじめとする
水海道ロータリークラブのみなさま、この 1 年間くらい大変

お世話になりました。奨学生として採用していただいたおかけで、経済的な面で心配することなく、研究に
集中することができました。この場をお借りして、改めてお礼を申し上げます。
そして、ロータリークラブでの活動を少し振り返りたいと思います。約一年間で、毎月の例会に参加させ
て頂いて、卓話を 2 回担当させていただきました。1 回目は自分の故郷「山西省」というところを紹介し、2 回
目は大学院での研究テーマなどをまとめてみました。自分の故郷を日本人の方に紹介するのも、研究内容
を専門外の方にお話しするのも、どちらも初めてのことで、少し緊張しておりましたが、とてもいい経験にな
りました。さらに、クラブ会員の方の卓話や外部の方の卓話を拝聴して、自分の視野を広げることができまし
た。
それから、去年の茨城海岸清掃活動と今年の新年会もとても印象に残っています。海岸清掃活動はクラ
ブの一員としての初めてのボランティア活動であり、たくさんの国、地域が参加するロータリークラブのプロ
ジェクトに関わることができて、本当に光栄に思います。清掃活動終了後の食事会とその 2 ヶ月後の新年会
ではクラブのみなさまといっぱいおしゃべりすることができて、非常に楽しかったです。当時まだ行動制限
が多い中、このような活動を企画していただき、お招きいただいて、本当に感謝しております。実はコロナの
影響で、自分はアルバイトをやめてしまい、大学に行くこともほとんどなかったので、人とコミュニケーション
を取る機会がほぼ全部失われてしまいました。なので、私にとってロータリークラブでの活動は、社会奉仕
を学ぶものでありながら、何気ない会話をして、息抜きをする時間でもありました。コロナ禍での留学生活は
いつもと違って、苦しいところも多々ありましたが、みなさまとの出会いは私の記憶に残る一生の思い出に
なります。
また、みなさまの社会奉仕に取り組む姿勢を目の当たりにして、私も非常に感銘を受けてきました。毎月
の活動報告などを通して、ロータリークラブは常総市の発展に大いに貢献しているなと実感しています。私
も今後の人生で社会奉仕の精神を忘れず、社会に役立つ人間になりたいと思います。
そして、米山奨学生には自分の国と日本の架け橋になることが求められてきました。ご存知の方が多いと
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思いますが、中国ではツイッター、You tube などのウェブサイトにそのまま繋いで使うことができません。こ
れは非常に大きな壁でして、中国人と海外の方はお互いに生の声を聞くことが難しいので、誤解は生じや
すいと言わざるを得ません。少し大げさな話かもしれませんが、このような誤解を少しでも解消することが米
山奨学生の使命、そして自分が将来なろうとしている日本語教師の使命であると思っています。これからは
お互いの異文化理解を深めることを目標として、自分なりに頑張っていきたいというふうに思います。
最後になりますが、7 月をもちまして奨学生の期間が終了しますが、引き続き学位を取得するまで筑波大学
に在籍する予定です。米山奨学生の学友会にも入っておりますので、私にできることがありましたら、いつ
でも連絡してください。もしどこかでお目にかかりましたら、その際にまたよろしくお願い致します。1 年 3 ヶ
月という長いような短いような時間でしたが、みなさま本当にありがとうございました。

カウンセラー挨拶 石塚克己カウンセラー
はじめに「ワンサン ハウジュー ブジェーン ツイチンハオマァ」
王さん、お久しぶりです。お変わりありませんか。
カウンセラーとして 1 年 3 カ月間、王さんと日中の文化や生活、
食べ物の違いなど、語り合うことができて、とても楽しかったです。
中国語も教えていただきました。
また先ほどご報告のように、例会出席、2 度の卓話はじめクラ
ブ・委員会行事にも積極的に参加され、感謝いたします。
ひとつエピソードがあります。6 月の米山梅吉記念館研修視察の際、王さんにもお声をかけたところ、米
山学友会が前日に同じ予定が組まれているとのこと。
「王さん、どちらにしますか」と聞いたところ「できれば水海道クラブの研修視察に参加したいです」とのお
返事をいただきました。とてもうれしい気持ちでした。結果、学友会は義務出席で、さらに前々日に祖母様
の不幸により結果、記念館視察は欠席されました。
現在、日中間、難しいことが多々ありますが、更に勉学に励んでいただき、こののち文化教育面で両国
友好の懸け橋になるよう、がんばっていただきたいと思います。
水海道ロータリークラブの皆様におかれましても温かく迎えていただきましたこと、心より御礼申し上げま
す。
最後に「ワンサン シンクーラ シェエイェ ジャンヨン シュエーシェー」
王さん お疲れさまでした 学業 がんばってください ありがとう

会長挨拶

古矢

満会長
七月第二例会のご挨拶を申し上げます。
本日はやっと会長幹事がそろって例会が開催できます事、大変うれしく思い
ます。改めて石井幹事 一年間宜しくお願い致します。
また本日は米山奨学生の王さん、ようこそおいで下さいました。会員一同歓迎
いたします。
さて、先日の土曜日は地区のクラブ奉仕研究会に参加してまいりました。
「DEI とクラブ活性化」というテーマで講演がありその内容をお伝えしたいと思
います。

DEI とは各英単語の頭文字をとっておりまして少々難しいので英語は割愛しますが、職業・年代・性別・ロ
ータリー歴を問わず、各々が意見を言えて役割があること、そして自分と違うものを、思いやりを持って受け
入れる柔軟で謙虚な心を持つこと。要は、クラブの活性化とは同じビジョンで奉仕の心でつながっている、
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違う世代の交流をしつつ、みんなが役割を持って参加しやすいクラブにすることだそうです。
なるほどと思いながら講演を聞いておりましたが、水海道ロータリークラブはまさに DEI ができており 60 年の
歴史が物語っていると感じました。皆様これからもどうぞよろしくお願いいたします。
さて、この後本日と次回は、今年度の各委員会の事業計画の発表をしていただきますので各委員長の皆
様どうぞよろしくお願いいたします。
最後になりますが、連日の猛暑で体調を崩しがちですが、皆様のご健康をご祈念申し上げまして簡単では
ございますが、会長挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。

２０２２－２０２３年度
会員増強委員会

事業計画発表

青木清人委員長
with コロナ，after コロナの中、ロータリー活動はまだまだ制約されますが、当
委員会の責務として、新会員の増強と会員の退会防止に努めたいと思いま
す。
１．会長方針により、純増３名を目標とする。
２．各委員会と情報を共有化し、会員基盤の向上に努め、退会防止の一助に
する。

選考・分類委員会

熊谷 昇委員長
当委員会は会員増強委員会と連携を密にし、ご推薦いただいた新会員候補者の
選考内容について理事会に報告をいたします。
選考基準事項として例会への出席、社会的な評価、奉仕活動への理解等を検討
し選考に努めます。
また職業分類につきましては未充填項目の減少に努めていきたいと思います。

ロータリー情報委員会

斎藤広巳委員長
ロータリー情報委員会は前年度委員長の松村会員を副委員長に委員には
ロータリーを熟知している松坂会員、北村会員という委員長以外は最強の
布陣となっております。
今年度は会長より、会員のオリエンテーション・情報の共有と委員会活動目
標を頂きました。前年度コロナ禍で実施できなかったオリエンテーションの
実施、ロータリーを深く理解している会員からの卓話を頂き、それぞれの会

員が少しでも理解を深めることで例会への参加意欲の向上、会員増強に役立てるよう委員一致協力して活
動してまいります。一年間よろしくお願いいたします。
クラブ管理運営委員会

宮代 尚副委員長
本年度、クラブ運営委員会では、会長・幹事の方針や意見を聞きながら、充
実した例会が開催されるよう、出席・親睦・プログラム・SAA の四つの委員会と
連携を図っていきたいと思います。また、昨今のコロナ感染症の影響から、こ
こ数年実施されていなかった納涼会や忘年会など、ご家族の方々にも参加し
ていただける事業も企画していきたいと思います。
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出席委員会

宮代 尚委員長
出席委員会では、出席率の管理および昼食の手配を行います。少しでも会
員の皆様が例会に足をむけてくださるよう、美味しい昼食の手配を心がけてま
いります。フードロス削減のため、欠席の際は連絡をお願い致します。また、
弁当手配の都合上、欠席の報告は前日の午前までにいただけますようお願
い致します。

親睦活動委員会

山中弘樹委員長
今年度も昨年同様にコロナウイルスの影響下、会員の皆様の安全を重視すると
ともに、皆様に楽しんでいただける企画を考案したいと思っております。
・会員の皆様、奥さま方のお誕生日のご紹介及びプレゼントをお贈り致します。
・例会にお越しくださいましたお客様のご紹介を致します。
・その他、会員の皆様が心待ちにして、楽しんでいただけるような行事を企画・
実施して、会員皆様の親睦をより一層深めていただきたいと思います。

以上、会員の皆様が参加して良かったと喜んでいただけるよう努めてまいりたいと思いますので、一年間よ
ろしくお願い致します。
ロータリーの友委員会

北村英明委員長
今年度 ロータリーの友委員会 は以下の活動を行ないます。
１．毎月の第一例会にて「ロータリーの友」の内容を簡潔に分かりやすく説明す
る。
ＲＩに関する各月間に応じた指定記事・他クラブの活動状況・ロータリアンのエッ
セイ的な記事の中から、皆さんが興味を持ちそうな内容を紹介する。
２．「ロータリーの友」を以下の各所に配布し、ロータリークラブの広報活動に役

立てる。
常総市役所

常総市立図書館

つくばみらい市役所

つくばみらい市立図書館

茨城県立水海道第一高等学校
３．会員の皆さんへ「ロータリーの友」への投稿を促す
世界で最大の発行部数を誇る雑誌「ロータリーの友」に、少しでも関心を持って読んで頂き、ＲＩをはじめと
する組織の一員として、（世界のロータリアンの一人）という意識を持って頂けるよう活動したいと思います。
７月号のご紹介をします。
横組み

P４
P６～１９
P２０～３７
P６０
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ロータリー財団

鈴木勝久委員長
ロータリー財団委員会は、下記の大野ガバナーの方針に基づき活動してまい
ります。
・ポリオ根絶活動の推進
・地区補助金を活用した地域社会への貢献
・グローバル補助金を活用した国際社会への貢献
・奨学生の支援
・公平性の高い財団寄付の推進

これらの目活動目標は、皆様からの寄付を資金として実現していきます。
大野年度の寄付金の具体的目標は以下の３点です。
① 会員１人当り１８０ドルの寄付（年次寄付１５０ドル、ポリオ寄付３０ドル）
② １名以上のベネファクター
③ ポール・ハリスソサイエティへの寄付
以上皆様からの寄付金がロータリーの様々な活動の原資となりますので、どうか皆様のご協力をよろしくお
願いいたします。

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

４１名

９名

１名

３名

８８．００％

ニコニコボックス

中山英俊委員長

入金額

51,000 円

累計 226,000 円

誕生祝御礼≪会員≫瀬戸会員
本日も例会宜しくお願いします。米山の王さん、今回で最後ですが今後のご活躍をご期待しております。
古矢会員
一週遅くなりましたが、今年度宜しくお願い致します。

石井会員

高校の修学旅行以来の奈良法隆寺に行ってまいりました。全く記憶がありませんでした。 石塚(利)会員
石井幹事、お帰りなさい!国際奉仕総括委委員長としてのお役目ご苦労様でした。この後は古矢会長を支
えながら水海道クラブのために大活躍をご期待申し上げます。今日が皆さんに良い日になりますように!
青木(正)会員
王さん、修了おめでとうございます。石井幹事ご無事で何よりでした。
王さん、修了おめでとうございます!

大澤・笹生

今日から復帰します。よろしくお願いします。
本日もよろしくお願い致します。

石塚(克)会員

各会員
鈴木(勝)会員

鈴木(茂)会員

本年度も宜しくお願いします。早退します。

瀬戸会員

先日の母の葬儀に際しましては、多数御参列いただきありがとうございました。
石井幹事お帰りなさい。無事な様子で安心しました。

会報委員会

五木田裕一委員長

瀬戸会員

中山会員

古津英二副委員長
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青木英男委員

写真提供者:石塚利明会員
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