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ＲＩ第 2820地区       

 

 

 

 

 
2012-2013年度 ＲＩ会長       次回例会予定  ６月１９日 一年間を振り返って 

田 中  作 次            ６月２６日 さよなら例会１８時より（於：糀屋） 

 

 

VOL. ５０  No.４０（通算Ｎｏ．2361）          

 

２０１３年６月１２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                             

２０１２－２０１３年度  事業実績報告 

                                                写真提供：青木正弘会員 

                           

                                                          

                                      

 

２ ０ １ ２ - ２ ０ １ ３ 年 度      会長 青 木 正 弘        幹事 石 塚 克 己 

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 3F            釜久ビル 3F 

毎週 水曜日 12:30～13:30  ☎ 0297-22-1251   ℡0297-30-0875    Fax0297-30-0876 

E-mail   mitsu-rc@lapis.plala.or.jp 

URL   http://www.mitukaido-rc.jp/ 

mailto:mitsu-rc@lapis.plala.or.jp
http://kinuyou.com/rc/
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例会報告  Vol.５０ No.３９（No.2360） ６月５日（水）晴れ (司会 倉持功典委員長） 

本例会での主な事項 

☆会長挨拶        ☆２０１２－２０１３年度 事業実績報告 

                                            

 

誕 生 祝    地区大会表彰 

     

≪会員≫倉持功典会員   ３０年１００％出席 小島富雄会員 

≪ご夫人≫山牟田会員 

 

諸 報 告 

鈴木 豊５０周年記念実行委員長 

ありがとうございました。感謝申し上げます。稲敷ＲＣ会長より御礼状が届きました。 

 

雑誌委員会  秋田政夫委員長 

ロータリーの友 ６月号の紹介 

横組み  Ｐ５～１０ ロータリー親睦活動 

      Ｐ１７～２０ 未来のロータリーのために ２０１３年 規定審議会リポート 

御一読いただければと思います。 

 

国際奉仕委員会  石塚利明次年度委員長 

８月にオーストラリアツウンバへ、３名派遣したいと思います。宜しくお願いします。 

 

大塚令昌次年度ガバナー補佐 

６月８日に、次年度第７分区会長・幹事会を開催します。 

ＩＭ・・・平成２６年２月１６日 

 

熊谷 昇会長エレクト 

本日、午後６時１５分より生涯学習センターにおいて、次年度クラブ協議会を開催します。 

出席者の皆様宜しくお願いします。 

 

幹 事 報 告  石塚克己幹事 

週報受理クラブ 水戸ＲＣ、水戸西ＲＣ、水戸東ＲＣ、水戸南ＲＣ 

例会変更通知 なし 

回覧 

・茨城県薬物乱用防止指導員協議会ちらし 

・萩原パストガバナーより 50周年式典出席の御礼 
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・次年度会長へ タイ Patumwan RC 30周年記念式典の案内状 

○６日の第７分区親睦ゴルフ、ご参加の皆様、宜しくお願いいたします。 

○50周年記念式典、祝宴当日の様子は、石塚利明会員によるクラブカメラ写真とプロによるカメラ写真を

何れ会員の皆様へお見せできるように、熊谷総務委員長と取り計らいます。 

○例会終了後、理事役員会を行います。 

 

第７分区親睦ゴルフ 成績結果 

団体優勝 水海道 RC   

個人優勝 斎藤広巳会員  第７位 北村 仁会員 第１０位 松崎隆詞会員 

ベスグロ ドラコン 斎藤広巳会員  ニアピン 北村 仁会員 

ご参加の皆様、お疲れさまでした 

 

             

 

会 長 挨 拶  青木正弘会長 

ご挨拶申し上げます ５０周年記念式典及び祝宴、大変お疲れ様でした。

皆様のご協力により滞りなく終える事が出来ました。 鈴木実行委員長始め

会員各位のご協力に改めて感謝申し上げます。 クラブにとって一大事業

を終え後は記念誌の発行を残すだけとなり会長、幹事としてもふと気の抜

けるような感じがしますが既に今宵は次年度のクラブ協議会が開かれ、いよ

いよ次年度に追われるように６月が過ぎていくような気がします。 

今月はロータリーの年度最後の特別月間でロータリー親睦活動月間です。

なにかないかと探しましたら親睦についての文章がありましたので紹介させ

ていただきます。 

親睦を目的として出発したロータリーです。ロータリーの二本の柱として、親睦と奉仕があります。親睦が

失われればクラブは崩壊するかもしれませんし、ロータリー活動の大きな目的である奉仕活動が不十分

なものになります。 

ロータリーは敢えて親睦と奉仕の解釈を、世間一般の人たちが考える解釈と異なる次元に置いています。
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ロータリーが定義する親睦と奉仕は、いかなる辞書を引いても正しい解釈が活字化されていないロータリ

ー独自の概念であり、さらに、それを正しく理解しない限り、ロータリー思想の原理を語ることはできない

のです。 

Fellowship を「親睦」と訳したことに問題があるかも知れません。むしろ「友情」とか「友愛」と訳す方が理

解し易いでしょう。 

「親睦」とはロータリークラブが、クラブとして存続していく上で欠かすことのできない必要条件となる、ロー

タリン個人個人の心が結合した状態を表す概念なのです。言いかえれば、“Ｆｅｌｌｏｗｓｈｉｐ”はロータリーの

引力とも言えます。 

 

2012-2013年度 事業実績報告 

会員組織委員会  熊谷 昇委員長 

それぞれの委員会で活動していただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

広報委員会  海老原良夫委員長 

当委員会は、広くクラブ内外に水海道ロータリークラブ活動の理解、認識を拡める

ことを目的に、地域の各種団体へ当クラブ週報を配布して広報活動を実施致しま

した。 

 

 

 

 

 

職業分類委員会  大串 卓委員長 

今年度は新会員の推薦が無く、委員会として活動ができませんでした。次年度は、

会員の協力の下、新会員の入会を期待しております。 

 

 

 

 

 

会員選考委員会  松坂興一委員長 

当委員会の今年度における活動実績についてご報告申し上げます。まことに残

念ながら本年度は、前期・後期を通して選考委員会は開かれることがございませ

んでした。と申すことは新入会員が一名も無かったということであります。創立５０

周年のため会員一同揃ってその準備に追われたこともあり、推薦が当委員会に

上がってまいりませんでした。次年度には、候補者が数名いるようです。是非とも

ご推薦をお願い致したいと思います。以上ご報告申し上げます。 

 



６月はロータリー親睦活動月間です 

 5 

クラブ管理運営委員会  鈴木 豊委員長 

実践の委員会でありまして、第一の目標は会員の退会防止で魅力あるクラブ運営

であり、そのためには例会の充実・出席率を上げる・クラブ奉仕を通じて親睦の理

解を得る等ありますが、各委員会はそれぞれ目標を掲げそれに向かって実行し大

きな実績をあげ、そして円滑なクラブ運営が出来たと思います。 

 

 

 

 

出席委員会  北村陽太郎委員長 

お弁当の無駄は、３個／１例会、無断欠席者は、１名／１例会 

反省点として、連絡先を１本にすることが出来なかった点です。 

 

 

 

 

 

社会奉仕委員会  古矢 満委員長 

社会奉仕委員会は、地域社会の啓発・活性化に一役できる取り組みとして事業

を行いました。 

１. グランドゴルフ大会・・・・水海道地区（９月７日）、谷和原地区（１０月１０日） 

２. 赤い羽根募金協力（１０月） 

３. バザー（市民文化祭）への品物提供協力（１１月） 

 

 

 

出 席 報 告 （北村陽太郎委員長） 

会員総数 出席者数 欠席者数 賜暇 メーク 出 席 率 

５５名 ４０名 １５名 ０名 １５名 １００．００％ 

 

ニコニコボックス （大串 卓委員）          入金計 ￥110,000      累計￥1,910,000  

誕生祝御礼≪会員≫倉持会員  ≪ご夫人≫山牟田会員 

５０周年ご苦労様でした。  青木（正）会員 

５０周年記念式典には大変お世話になりました。お蔭さまで評価は上々であります。ありがとうございまし

た。                                             鈴木（豊）会員 

５０周年記念式典成功おめでとうございます。皆様大変お疲れ様でした。あわせてツウンバロータリアン

の接待ご協力に感謝申し上げます。  石塚（克）会員 

５０周年おめでとうございます。素晴らしい式典でした。  北村（仁）会員 

５０周年ご苦労様でした。大変よく出来ました。  松坂会員 

式典はご苦労様でした。   鈴木（邦）会員 

５０周年おめでとうございました。   北村（陽）会員 

５０周年ご苦労様でした。  小島・熊谷・松村・大塚・斎藤・武藤・大串  各会員 

５０周年記念行事皆様お疲れ様でした。  亀崎会員 

５０周年お疲れ様でした。また大変お世話になりました。  島田会員 
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５０周年記念式典おめでとうございました。心に残る式典でした。実行委員会の皆様ご苦労様でした。 

                                                 福田会員 

５０周年お疲れ様でした。  長塚・染谷（正）・古矢・石塚（利）・石井・松崎・荒井・北村（英）  各会員 

創立５０周年記念事業への御協力にお礼を申し上げます。引き続きもう少し宜しくお願いします。     

秋田会員 

５０周年式典で感謝状を頂きました。   和久事務局 

早退します。    染谷（昭）会員 

しばらく例会欠席しました。  鈴木（茂）会員 

 

会報委員会  松崎隆詞委員長  五木田利明副委員長  高須 薫委員 

 

 
Part2 

Dear Hiroshi 

Tim, Sandra and I had a wonderful experience as your guests in Japan. 

As you know I have visited Japan a number of times, mostly as a visitor and 

tourist. 

This time I felt as a guest and a friend. 

Our two clubs have a rich history and I feel that this relationship will 

only deepen as a result of our mutual experiences during your anniversary 

celebrations. 

I especially enjoyed getting to know you, Masao and Masako better.   

We really appreciated the time that you took from your busy lives to show us 

around and make our trip so special. 

Please thank President Aoki and the rest of the club for inviting us along 

and making us feel so welcome. 

Please also thank Mr and Mrs Kumagai for their wonderful hospitality at 

their hotel.  We were very comfortable. 

We are going to make a report of our visit which I will send to you. 

When Mr Tim Blakeley returns from Tanna Island we will make a report for you 

as well. 

I hope we will see you in Sydney.   

If you cannot make it to Sydney, please remember the Outback Getaway in 

August 2015 when we can do some 4WD and camping for a real Aussie 

experience. 

Thank you again Hiroshi and I hope to keep in contact with you. 

Kind regards 

Shane Doyle 

Rotary Club of Toowoomba Inc. 

President 2012-2013 
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+61407009779 

doyfam@gmail.com 

 

ティム、サンドラそして私は、あなたたちのゲストとして素晴らしい経験をしました。 

ご存知のように、わたしは何度も日本を訪れていますが、そのほとんどは単なる観光客としてのものでし

た。 

今回の訪問はゲストとして、そして友人としてのものだと感じました。 

私たち２つのクラブには豊かな歴史があります。そして今回の記念祝典を私たちが経験したことによって

その関係がより深まったことを感じています。 

私は特に秋田政夫さん、雅子さんとともに楽しい時間を過ごせました。 

また、皆さんが忙しい時間の中からいろいろと案内してくれ、旅行を楽しいものにしてくれたことを本当に

感謝します。 

青木会長やクラブのメンバーのみなさんに、私たちを招待してくださり、歓迎してくれてありがとうございま

したとお伝えください。 

また、熊谷夫妻にも、ホテルでの温かいもてなしにありがとうございましたとお伝えください。私たちはとて

も快適に過ごせました。 

私たちは今回の訪問のレポートを作っています。出来上がったら送ります。 

また、ティム・ブレークリーがタンナ島から戻ったら、レポートを作り、そちらに送ります。 

シドニーでお会いできることを楽しみにしています。 

もし、シドニーに来られないときは、アウトバックゲートウェーのこと、どうか忘れないでください。 

また連絡を取り合いましょう。 

 

シェーン・ドイル 

トゥーンバロータリークラブ会長 

  

  

mailto:doyfam@gmail.com
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５月２９日（水） 無事帰国の途に就きました。 

 

登坂国際奉仕委員長、石塚利明次年度国際奉仕委員長、秋田政夫会員、通訳の猪瀬雅子様、会

員の皆様 ご協力ありがとうございました。 


