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例会報告    VOL.６０ No.5 (No.2668) ８月 24 日(水)曇り  (司会 前島 聡委員長) 

  本例会での主な事項 

◎会長あいさつ        ◎研究会報告  社会奉仕・青少年奉仕・国際奉仕 

                                       職業奉仕  各委員会委員長 

 

諸報告   

２０２１－２０２２年度 １００％出席表彰 斎藤広巳前年度出席委員長 

青木清人会員、青木英男会員、青木正弘会員、雨谷道夫会員、石井康弘会員、石塚克己会員、 

大澤 清会員、河合恒芳会員、北村 仁会員、北村英明会員、熊谷 昇会員、倉持功典会員、 

五木田裕一会員、小林聡司会員、斎藤広巳会員、齋藤政博会員、白井 豊会員、鈴木茂徳会員、 

瀬戸隆海会員、染谷秀雄会員、田上秀雄会員、中山英俊会員、中嶋利成会員、古矢 満会員、 

前島 聡会員、松坂興一会員、松崎隆詞会員、松村仁寿会員、宮代 尚会員、武藤康之会員、 

山﨑哲男会員、山中弘樹会員、淀名和茂彦会員 

 

幹事報告   石井康弘幹事 

週   報  なし 

例会変更  なし 

 

理事・役員会(臨時)報告   

１． 美化プロジェクト・・・別紙 

２． ９月の例会予定について・・・・９月７日・９月２８日(通常例会)  

９月１４日→移動例会９月１８日(日)環境美化プロジェクト 

９月２１日(休会) 

３． この指とまれ事業・・・４つの事業に賛助する 

４． 納涼会・・・延期 

                          ・・・・・・・・・・・承認される・・・・・・・・・・ 

 

会長挨拶   古矢  満会長    

８月第２例会のご挨拶を申し上げます。 

 お盆休みを挟み三週間ぶりの例会で、皆様ご無沙汰しております。 

中々コロナの感染拡大も収まらず、九月の例会も通常例会が二回と９月１８日に

２８２０地区内同日開催の、清掃活動の移動例会の計３回とさせていただきまし

た。 

 コロナのため外部卓話の予定もなかなか組みづらい中ですが、今後ともご理

解のほど宜しくお願い致します。 

本日は、地区の研究会にご参加いただいた各委員長の皆様より、卓話をしていただきたいと思いますの

で宜しくお願い致します。 

さて、この常総で水害が発生して早７年が、経とうとしております。昨今は全国各地で同じような水害の自

然災害が発生しております。 

 当時常総水害で全国から支援頂きまして、こちらからの支援はどうしようかと石井幹事とも話しておりまし

たが、こうも広範囲ではすべてにというわけにはいきませんし、今後のこともありますので後日協議したいと

思います。 
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そんな中、早くも半年以上ロシアによるウクライナ侵攻で人的な災害も日々発生しており皆様もニュース

等で、悲惨な状況をご覧になっていると思います。 

そこで産廃業界の話ですが、先月ウクライナに対して、支援活動の一環として国際協力機構ＪＩＣＡの主

導で、戦争で生じた廃棄物を破壊廃棄物というそうですが、がれきの処理について両国でオンラインセミナ

ーを開いたそうです。 

 日本での災害廃棄物処理に関しての情報を活用し、両国の行政自治体、産廃業界の専門機関、また東

日本大震災で甚大な被害を受けた宮城県東松山市の職員など総勢１２０名以上でのセミナーだったそうで

す。 

 「戦乱の未来ではなく、希望の未来を切り開くために」というテーマで年内４回開催するとのことです。金銭

や物資での支援活動が多い中、色々な支援活動があるものだなと感じました。 

最後になりますがウクライナに一日も早く平和が訪れることを、またこれからの台風シーズンに向けて、自然

災害が発生しないことを祈念しまして挨拶とさせていただきます。 

 

研究会報告   

ロータリー財団・社会奉仕合同研究会   大澤 清社会奉仕委員長 

先月、７月１６日に、筑西市のダイヤモンドホールにて行われました第２８２０

地区・ロータリ－財団・社会奉仕委員会合同研究会に参加して参りました。 

 午前の部は、「ロータリ－財団の変化」と「世界ポリオデ－に向けて」の講演

を受けました。 

昼食後、午後の部に入りまして、補助金を活用した奉仕活動の事例として、

土浦 RC の発表、「ウクライナでの活動報告」や「地区補助金事業である環境

保全フォトコンテストについて」など盛り沢山のお話を聞くことが出来ました。土浦 RC の奉仕活動事例は非

常に参考になりました。簡単にお話ししますと、畑つくりからスタ－トをし、ロータ－アクト・米山奨学生・地域

の学生・高齢者施設の利用者などを巻き込んで野菜を育て、そして収穫したものでこども食堂事業を行い、

更には野菜作りを継続し、秋の収穫時には次年度の委員会が引き継ぎ、収穫祭を行うため、ピザ窯を制作

しピザを振舞い、クラブ単体の事業として行っている活動に感心させられました。 

私が属する社会奉仕委員会として、何が出来るか、或いは何をすべきか…と重ね合わせて聞いていま

すと、やはり社会奉仕の在り方、そして地区補助金を活用するならば、次年度の委員長予定者と連携しな

がら立案し、中長期的な事業が行う企画力を身につけなければならないと感じさせられました。 

また、すぐに参加できる事業としましては、環境保全フォトコンテストです。今回ご案内の美化プロジェクト

が来月１８日に行われる事になっていますが、このロータリ－デ－に合わせて、環境保全活動としての写真

を収め、是非いい写真を応募したいと考えておりますので、是非、美化プロジェクトへの参加、そして写真

の提供も含めまして、この場を借りてご協力のほど宜しくお願い致します。 

最後になりますが、当日は青木ガバナー補佐も出席され、帰り際に、大澤委員長が居眠りをしていないか

…昼食後に帰ってしまわないか監視していたよ。と言われ、和やかに、かつ意義のある充実した研究会を

経験させて頂きました。以上です。 
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青少年奉仕研究会  石塚克己青少年奉仕委員長 

７月２４日（日） 於：ホテル テラス ザ ガーデン水戸 午前 10 時～ 

青少年奉仕研究会は新型コロナウイルス感染の急拡大により、急遽

ZOOM ハイブリッド方式を取り入れることになりました。 

当初は青木正弘ガバナー補佐を乗せて、会場参加の予定でして、いろい

ろな話をしながら水戸への道中を楽しみにしていましたが、私は事業先（園児

たち）のことを考えて ZOOM にて参加することにしました。 

大きなホテルですがZOOMで見た限り、会場は狭く、参加者もぎっしりといった感で、青木ガバナー補佐

はじめ参加者の皆様は大変だったことと思います。お疲れさまです。 

研究会はガバナー挨拶、地区役員の紹介そして活動報告、総評と従来のタイムスケジュールです。 

大野ガバナーの挨拶の中で、「ガバナーになって以来、ハードスケジュールが続き、精神的にも辛いとき

があるが、夜になると多くのクラブ会員が励ましに駆けつけてくれ、ついついお酒が進んでしまう。それが明

日への原動力となっている。」そう仰っていました。 

各委員会の活動報告の詳細については時間がありませんので、省略します。2820 地区ホームページ及

びガバナー月信等で掲載されることでしょう。 

2820 地区には青少年交換、ROTEX はもちろん、インターアクトクラブ、ローターアクトクラブなど下部組

織を持っているクラブは必然的に青少年奉仕活動をサポートしています。私事ですが娘がローターアクト

地区代表のとき、1 年間地区ローターアクト委員を引き受けました。アクトの例会や事業に何度か参加しまし

たが、つくば学園ロータリークラブのメンバーがアクトの例会に参加、また事業や活動をサポートするなど同

時進行での奉仕活動をしていることに、頭が下がりました。 

水海道クラブをはじめ下部組織のないクラブはライラが 2820地区青少年奉仕委員会との接点になります。

今年度コロナ禍で実施が不透明ですが、そうしたライラセミナーへの参加とクラブ独自での青少年奉仕活

動を地区に積極的に発信していかねばと思いました。 

以上報告とします。 

 

国際奉仕研究会   山﨑哲男国際奉仕委員長 

2022-2023 年度の地区国際奉仕研究会が、7 月 23 日土曜日にホテルグランド

東雲にて開催されました。今回は、現地での開催の予定でしたが、新型コロナ

の蔓延状況により、急遽直前に zoomと現地とのハイブリット開催となりました。結

果的に発表者を中心に現地参加、各委員長は zoom での参加という形になりま

した。ハイブリット開催は設営が複雑でご苦労があったかと思いますが、カメラの

切り替えや音声など、大変見やすく設営いただいて快適に参加することができ

ました。 

 まず、国際奉仕統括の石井委員長から趣旨説明があり、その後「この指とまれ」事業の発表、グローバル

補助金への取り組み、友好地区訪問報告があり、国際親善奨学金についての報告がありました。 

 「この指とまれ」事業は、地区の各クラブがプログラムを提唱し、それに賛同する形で地区内のクラブが資

金面で参加をするというものです。今回は、しもだて紫水 RC「ペンシルプロジェクト」、結城 RC「ランドセル

贈呈事業」、下館日立RC「ネパールの貧しい子供たちへの就学支援」3つの提唱がありました。例年は 8ク

ラブ程度の提唱がありますが、コロナ禍ということもあり、なかなか人の行き来ができないなどのハードルが

あるのか、いつもより数が少なかったということでした。そこで、後日、地区として、ウクライナ支援のプログラ

ムを一つ追加で提唱されることになり、4つのプログラムが今回提唱されることになりました。石井幹事からも
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お話がありましたが、水海道RCとしてもこれらのプログラムに賛同し、資金面で参加をさせていただくことが

先ほどの理事会で提起されておりますので、皆様どうかご理解ご協力を賜りますようお願いいたします。 

 続いて友好地区との交流報告がございました。フィリピン、タイ、ネパールの三国です。参加しての感想で

すが、地区の国際奉仕事業には、いろいろな活動があるものの、水海道ロータリークラブとしてはなじみの

少ないものも多く、グローバル補助金事業や奨学金については、活用するところまで至れていない部分が

あると感じました。しかしながら、当クラブでは、独自にツウンバロータリークラブとの交流事業がございます

ので、今回は地区のプログラムでしたが、国際奉仕としてはこちらも力をいれていければと考えております。

人の国際的な行き来についても、オーストラリアではなんら入国に際しての制限はありませんし、日本もまも

なく入国後の隔離ということがなくなるということですので、今年度は交流プログラムを昨年できなかった分

も含めて実施していきたいと考えております。 

 

職業奉仕研究会  荒井孝典職業奉仕委員長 

2022 年 4 月 24 日の日曜日に職業奉仕委員会の地区研修がオンラインにて

行われました。 

地区の職業奉仕総括委員長の鈴木冨士雄様（つくば学園 RC）にご講義いた

だきました。 

今年の職業奉仕は「環境」がテーマとのことでした。 

今後の予定として研修を年４回予定しているとのことでその意気込みを感じま

した。 

鈴木総括委員長は歯科医院の経営者とのことで、患者に奉仕することで報酬を得ている。その場合、患者

様へのサービスを自己の利益より優先する結果、自分も報酬や利益，満足を得られるとのことでした。職業

奉仕とは単に自分の職業に打ち込むことではなく，相手の為に最大限の最善の奉仕をすることである。要

は全て相手の身になって考える。その心を持ってサービスすること、それに尽きる。良い仕事をすれば，顧

客が喜ぶ，宣伝をしなくても顧客が自然と宣伝してくれる。そしてほどほどに儲けるのが良い。利益が無い

と顧客への十分なサービスもできなくなるとのことでした。 

私事ですが、司法書士として初回無料相談というのを行っています。確かにその時は報酬は得られないけ

れども、後々何かのときに覚えていて頂き、正式な依頼が来て、その結果報酬が得られることがあります。

そういった意味で私もこの考え方に共感できる部分がありました。 

 

次に、2022年 8月 6日の土曜日に第１回地区職業奉仕セミナーが行われ、こちらハイブリッド開催で、私は

オンラインにて受講しました。司法書士の研修もコロナ禍になってからほぼ全てオンラインになっており個

人的には慣れているのですが、このセミナーはシステムの問題か最初は聞きとりづらかったです。途中で

改善され聞こえるようになりました。研修やセミナー会場への行き来する時間や手間を考えるとオンラインで

も結果は同じなので、今後もできるだけオンラインで行ってほしいと感じました。 

最初に大野ガバナーから挨拶があり、続いて鈴木地区職業奉仕総括委員長から挨拶がありました。そして、

セミナーの第一講目として元法政大学大学院教授の経済学者 人を大切にする経営学会会長 坂本光司

（こうじ）様より「人を幸せにする経営とは～大変化に負けず社員を大切にして業績が良い会社～」というテ

ーマでご講演頂きました。坂本先生は全国の様々な会社を訪問し、経営についての相談を受けたり、アド

バイスをしているとのことでした。なぜ人を大切にする経営こそが重要かとのことで次の３つを挙げられまし

た。 

① 企業経営の目的・使命は業績の実現ではなく，関係する人々の幸せの追求・実現 

② 関係する人々が大切にされていると実感している企業で，業績が低迷している企業は存在しない 
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③ とりわけモチベーション・働きがいが高い企業で，業績が低迷している企業は存在しない。社員のモチ

ベーションの低い会社で業績の良い会社はない 

とのことでした。逆に、 

① 自分が所属する組織に不平・不満・不信感を持った社員は価値ある仕事を日常的にしない 

② 自分が所属する組織の経営者や上司に，不平・不満・不信感を持った社員が，上司の出世を手伝うよ

うな仕事をしない 

とのことでした。 

次に、第二講目として松川電氣株式会社 代表取締役 小澤邦比呂（くにひろ）様より「幸せの連鎖を生み

出す「松川一家の経営」～社員とその家族と共に～」というテーマでご講演を頂きました。小澤様もロータリ

アンとのことでした。小澤様からはご自身の会社で実践している社員とその家族を幸せにする様々な取り組

みが紹介され、その結果として会社も成長しているとのことでした。 

その後、鈴木地区職業奉仕総括委員長からお礼があり、最後に大野ガバナーから総評がありセミナーは

終了しました。今回の研修とセミナーで学んだことを自分の職業にも生かしていければと思います。 

 

出席報告   倉持功典委員 

会員総数 出席者数 欠席者数 出席免除 メーク 出 席 率 

５３名 ４２名 ９名 ２名 ８名 ９８．０４％ 

 

ニコニコボックス   齋藤政博副委員長          入金額   110,000 円   累計 463,000 円 

まだまだ暑い日が続きますがお身体ご自愛ください。  古矢会員 

ご無沙汰致します。変わりないでしょう?ご自愛ください。また本日は各委員会研究会報告、全員への理解

を深められよう宜しくお願い致します。  石井会員 

表彰 １００%出席者 

ひ孫がどんどん大きくなります。楽しみです。皆様暑さに耐えて、お大事に！  北村(仁)会員 

暑い日が続きます。体調に気をつけて下さい。  染谷(秀)会員 

お盆も過ぎ８月も終盤となりました。８月と言えば「８月は ６日 ９日 １５日」忘れがたい日々です。皆様暑さ

寒さも彼岸までと言います。もうしばらくご辛抱、そしてご自愛ください。皆様にとりまして今日が良い日にな

りますように！！   青木(正)会員 

久々の例会楽しみです。本日も宜しくお願いします。  松坂(武)会員 

今日もよろしくお願い致します。  草間会員 

甲子園初の東北勢、全国制覇感動しました。  北村(英)会員 

仙台育英、優勝おめでとうございます。  白井会員 

その他  石塚(利)会員 

本日早退します。よろしくお願いします。  廣井会員 

前回欠席しました。   雨谷会員 

欠席が続きました。  淀名和会員 

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 


