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2012-2013年度 ＲＩ会長       次回例会予定  ６月２６日 さよなら例会１８時より（於：糀屋） 

田 中  作 次            ７月 ３日  

 

 

VOL. ５０  No.４１（通算Ｎｏ．2362）          

 

２０１３年６月１９日（水）例会プログラム 

点 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                            「松 本 城」 

一年間を振り返って 会長・幹事 

                                                写真提供：石塚利明会員 

                           

                                                          

                                      

 

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/ 
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例会報告  Vol.５０ No.４０（No.2361） ６月１２日（水）曇り (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 

                                            

 

ビ ジ タ ー 

米山奨学生  徐 佳鋭さん 

 

誕 生 祝  

 

≪会員≫五木田益城会員 山野井周一会員  二本松恭行会員 

 

米山奨学生挨拶 

みなさん、こんにちは。 

改めて自己紹介をさせて頂きたいと思います。私は流通経済大学の徐 佳鋭さ

申します。現在は大学院の物流情報学研究科博士後期課程３年生で、主に中

国における国際物流の発展分析について研究を進んでいます。 

私は中国上海の出身ですが、実は生れたのが一番北の黒竜江省です。５歳の

ときに親の仕事のため上海に来ました。上海海事大学を卒業したあと、現在の

流通経済大学に留学と決めました。 

大都会の上海とぜんぜん違う茨城県龍ヶ崎市は、町も綺麗だし住んでいる周りの日本人の方々も親切だ

し、当初の不安は留学生活が順調に進むに伴って徐々になくなりました。現在は授業関係で松戸市に

すんでいますが、毎週龍ヶ崎と松戸のキャンパスに通って学位論文研究を努力しています。 

長いような短いような留学生活は、今年で９年目になりました。この９年間楽しい事と苦しいことはたくさん

ありました。いろんな日本国内旅行に行ってきました。草間、富士山、熱海、箱根、沖縄まで私の形跡が

残っていました。 

前月の２５、２６日は今年度のロータリー米山奨学生たちと伊豆半島の見学旅行に行きました。ちょうど２６

日は水海道クラブ創立５０周年の記念日でした。参加出来ず本当に申し訳ございませんでした。 

今回の旅は、日本に初めてロータリークラブを設立する米山梅吉翁の遺徳を偲びその偉業を顕彰するた

め設立した記念館を見学しました。その後は米山梅吉翁のお墓をお参りしました。記念館の見学を通し

て、私たちは一人の力ではなく、多くの皆様の力を合わせて社会奉仕の精神はロータリーの中心である

とわかりました。また、浄蓮の滝、稲取温泉、十国峠に行って日本を代表する景色を見て参りました。この

二日間でロータリーの精神として好意と友情を深めるのを理解し、ロータリーの奉仕の精神や人々の友

情の絆など、心から一層深く理解し、今後はロータリーの精神を中国の人々に伝達しようと頑張りたいと

思っております。 

今年は大変光栄なことで、ロータリー米山奨学生になりました。これからの１年間、カウンセラーの横山さ

ん、また水海道の方々もどうぞ宜しくお願い致します。 
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諸 報 告 

親睦活動委員会  五木田益城委員長 

明日の親睦ゴルフについて 

８：５０～受付 ９：１５集合 ９：３１～スタート 

 

幹 事 報 告  石塚克己幹事 

週報受理クラブ なし 

例会変更通知 なし 

理事・役員会報告 

１. わんぱく相撲後援について・・・・例年通り３万円 

                            ・・・・・ 承認されました ・・・・・ 

 

会 長 挨 拶  青木正弘会長 

ご挨拶申し上げます。 今年の梅雨は、非常に雨の少ない空梅雨のようで、自分ば

かりが咽喉を潤してばかりではと毎朝疲れた体に鞭打って庭の植木たちにも水やりを

しておりましたが台風３号の影響でやっと雨が降りました。 

本日は米山奨学生 徐 佳鋭さんにお出で頂きました。会員一同ご歓迎申し上げま

す。 

さて２０１３年ロータリー世界平和フォーラムが５月１７日、１８日の両日広島で「平和は

あなたから始まる」をテーマに開催されました。登録者２，３００人、参加者２，７００人あ

まりとベルリン、ホノルルでの開催規模をはるかに上回る大盛況でＲＩ田中会長の出身国としての面目を

果たすフォーラムとなったようです。 

このフォーラムで採択された「広島平和宣言」を読ませていただきます。 
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2012-2013年度 事業実績報告 

会員増強委員会   白井 豊委員長 

会員増強は歴代ガバナーが最重要テーマとして年次に関係なく掲げられる程、ロ

ータリーの奉仕の理想を広める手段として適格な会員候補者を推薦するよう努め

て参りました。 

本年度、青木会長も目標５名という数値を掲げられ、目標値に到達すべく行動を

起こして参りました。前期は依然として不況、後期は好況になりつつありましたが達

成出来ませんでした。委員会としての力量不足を深く反省しておりますが、会員の

皆様方の御協力には深く感謝しております。 

次年度はアベノミクスも更に浸透して、日本国全体が好況になるものと思われます。

次年度に大いに期待致します。一年間ありがとうございました。 

ロータリー情報委員会  田上秀雄委員長 

２月６日に、入会５年未満の会員と推薦者の皆さんに出席頂き、松坂興一会員の

講師のもとインフォーマルミーティングを開催致しました。 

ご協力ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

親睦活動委員会  五木田益城委員長 

１. 例会においてお客様のご紹介 

２. 例会において会員様とご夫人の誕生祝のご紹介 

３. 納涼会の実施・・・８月２５日 お台場ホテルグランパシフィック３０階スターロ

ードにて会食しました。 約５０名の方の参加を頂きました。 

４. 家族親睦忘年会の実施・・・１２月２日 守谷市アジュール守谷にて５０名を

超える方々の参加を頂きました。 

５. 観劇会の実施・・・３月２４日 六本木ブルシアターにてＡＵＮＪクラシックの演

奏を観劇して頂きました。 

６. 親睦ゴルフ大会の実施・・・６月１３日 水海道ゴルフクラブにて実施しました。 

皆様のご協力のお蔭さまで大きな事故もなくそれぞれが楽しい企画となりました。 

一年間ありがとうございました。 

 

ＳＡＡ委員会  五木田裕一委員長 

本年度は、水海道ロータリークラブ創立５０周年にあたる重要な年度であり、クラ

ブ全体として非常に重要な年度と位置付けられておりました。 

ＳＡＡ委員会は、例会がロータリークラブ活動の原点であるとの認識のもと、諸先

輩方の努力により培われてきた伝統を重んじ、例年どおり例会を「秩序正しく厳

正に」行うことを第一とし、係る点を最大の目標として活動して参りました。 

具体的には適正な会場設営および撤収、上品かつ和やかな雰囲気の醸成、毎

月第二例会時に職業奉仕委員会と連携し「四つのテスト」の唱和等、例年どおり

の活動が主体となりました。 

また、本年独自の活動としましては、会員相互の親睦および委員会活動の一助となることを期待し、毎月

第一例会時には委員会毎の着席をお願いして参りました。会員の皆様方にはご協力頂きまして、誠にあ
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りがとうございました。 

また「ニコニコボックス」につきましては、本年も皆様から多大なるご協力を賜り、心から御礼申し上げます。

当初予算額には若干届かない結果となると思われますが、皆様からお預かりし例会時にご協力いただき

まして、ありがとうございました。 

以上、会員皆様のご協力に御礼申し上げますと共に一部不行き届きな例会運営がありました事をお詫び

申し上げ、事業報告に代えさせて頂きます。ありがとうございました。 

 

会報委員会  松崎隆詞委員長 

当委員会は、週報の発行により例会記録保存と会員とクラブを繋ぐ唯一の情報

手段としての役割を果たし、各委員会の活動状況を報告することを事業計画とし、

実施して参りました。事業につきましては、会員各位より表紙の写真提供に感謝

し、紙面に工夫を図り興味を注げるよう配慮し実施しました。 

以上事業報告とします。 

 

雑誌委員会  秋田政夫委員長 

ロータリーの友を常総市並びに図書館、水海道第一高等学校へ、またつくばみら

い市並びに図書館へ毎月配布をし、毎月第一クラブ例会にその記事の一部を紹

介しました。 

また、当初計画目標であったロータリーの友への投稿が、創立５０周年事業により

可能になりました。さっそく準備に入ります。さらに、会員を含めより多くの方々に愛

読していただければ幸いに存じます。 

 

 

ＩＴ委員会  瀬戸隆海副委員長 

平成２５年１月３０日 ＩＴ委員会フォーラムを開催。題名「でんさいネット」の仕組

みと実績 

 

職業奉仕委員会  武藤康之委員長 

我々ロータリアンは職業人の集まりであります。この事を踏まえて当委員会では、

職業倫理の向上、職業道徳の遵守などをクラブ内にて啓蒙してまいりました。具

体的な内容を下記に記します。 

１. 第２例会時に「四つのテスト」の斉唱 

２. 例会時に職業宣言のセット 

３. クラブメンバーの経営する、あるいは所属する企業の社是・社訓・モットーを

５０周年記念誌に掲載する（予定） 

 

国際奉仕委員会  登坂 寛委員長 

短期交換学生派遣事業につきましては、８月４日から１４日までの期間で、４名（男

子１名女子３名）の学生をツゥンバロータリークラブに派遣しました。 

１月には１月１３日から２３日までの期間でツゥンバロータリークラブより３名の学生を

受け入れました。 

地区国際奉仕委員会の、このゆびとまれ国際奉仕への資金協力をいたしました。 

５０周年記念式典のため来日したツゥンバロータリークラブの応対を担当いたしまし

た。 
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会員の皆様のご協力に感謝申し上げ事業報告といたします。 

 

新世代奉仕委員会  北村英明委員長 

１． １０月６日～７日 北茨城市で行われた２８２０地区ライラセミナーに参加しま

した。 

クラブ会員の企業２社の参加もあり、地区全体の３割が当クラブ関係でした。 

２． ボーイスカウト・ガールスカウトへの活動助成を行いました。 

３． 新世代月間に因み、ローターアクト地区代表を招き卓話を頂き、又インター

アクト活動の事業ＰＲを行いました。 

４． 国際奉仕委員会主幹のツーンバ交換留学活動事業へのバックアップを行

いました。 

５． 創立５０周年記念事業に関わる以下の事業をおこないました。 

   ○ みらい平桜公園内に桜の苗の植樹 

○ 常総・つくばみらい 両市内図書館への図書購入資金の寄付 

   ○ 水海道小学校（常総市）・小張小学校（つくばみらい市）５年生全員の 

“未来の夢カプセル”埋設事業 ⇒１０年後に掘り起こし公開予定 

以上、クラブ全体のご協力のもと様々な活動が出来ました。１年間有難うございました。 

 

ロータリー財団  福田克比古委員長 

当ロータリー財団委員会では、年度目標をまずロータリー財団の意義を理解して

頂くとともに、財団寄付１１０ドル、ポリオ寄付２０ドル合計１人当たり１３０ドルの寄付

目標、更にベネファクター（１,０００ドル）を１名以上という目標を立て活動してまいり

ました。お蔭さまで会員の皆様のご理解とご協力を賜り、全会員１人当たり１３０ドル

の寄付目標を達成することができ、またベネファクターも２名輩出することができま

した。更に昨年１１月の財団月間に因み、第１週の例会時に龍ヶ崎中央ロータリー

クラブの横山善英様に「未来の夢計画」について卓話を頂きました。会員の皆様に

は、１年間ご指導・御協力を頂き御礼申し上げます。 

 

米山記念奨学会  亀崎徳彦委員長 

会員の皆様には、米山記念奨学会に対してご理解とご協力を賜り、お陰さまで事

業計画書に基づいた 米山奨学生の受け入れ .特別寄付の支援. アンケートの

実施の実績報告が出来ました事感謝申し上げます。 

 

プログラム委員会  倉持功典委員長 

今年度、プログラム委員会としましては、スムーズな例会進行と皆様に興味を持

って聴いていただける卓話を心がけて例会運営をしてまいりました。年度初めの

目標でありました、水戸徳川家 徳川斉正様の卓話も 5 月に実施することができ

ました。          

振り返ると、一年間の例会プログラムの企画・運営、そして例会中の時間配分は

とても難しく、改めて歴代委員長様方のご苦労を痛感いたしました。                         

会員の皆様方のご協力で楽しい例会運営をすることができました。   

ありがとうございました。 
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出 席 報 告 （青木清人委員） 

会員総数 出席者数 欠席者数 賜暇 メーク 出 席 率 

５５名 ３８名 １７名 ０名 ２０名 １００．００％ 

 

ニコニコボックス （五木田裕一委員長）         入金計 ￥40,000      累計￥1,950,000  

誕生祝御礼≪会員≫五木田（益）・山野井・二本松  各会員   

例会も残すところ３回となりました。最後まで宜しくお願いします。  青木（正）会員 

分区ゴルフご参加の皆様、お疲れ様でした。  石塚（克）会員 

遅ればせながら、５０周年お疲れ様でした。先週まで、ブラジルに行ってました。  瀬戸会員 

少し早いですが、青木会長１年間お疲れ様でした。  高須会員 

分区ゴルフ大会、賞を頂きました。  斎藤会員 

地区大会にて表彰を受けました。  小島会員 

今年も無事で１年間お世話になりました。  山崎会員 

いろいろお世話になりました。ありがとうございました。  五木田（裕）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 

 

タンナ島 シャワー施設 

Hi Hiroshi 

Just received this email from my Effective Services director. 

I wanted to share the photos with you immediately. 

I am sure he will have a lot more photos and information to 

share with us when he gets back. 

Best regards 

Your friend 

Shane Doyle 

Rotary Club of Toowoomba Inc. 

President 2012-2013 

+61407009779 

doyfam@gmail.com 

   

   

mailto:doyfam@gmail.com


６月はロータリー親睦活動月間です 

 8 

親睦ゴルフ大会写真    平成２５年６月１３日（木） 於：水海道ゴルフクラブ 

  

 

      

 

優勝 北村英明会員 準優勝 白井豊会員 

第３位 秋田政夫会員でした。 

白井豊会員はパーティー欠席のため、写真

はありません。 

 

皆さん、お疲れ様でした。 


