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例会報告  ＶＯＬ．５１ Ｎｏ．２１（Ｎｏ．2383） １２月１１日（水）晴れ（司会 鈴木勝久委員長） 

 本例会での主な事項 

 ◎会長挨拶    ◎前期事業報告 

      

 

ビ ジ タ ー 

 米山奨学生  徐 佳鋭さん 

 

幹 事 報 告  染谷秀雄幹事 

 週報受理クラブ なし 

 例会変更通知 竜ヶ崎ＲＣ １２月１７日→１２月２０日（金） 午後６時より 

     １２月２４日（火）、１２月３１日（火） 休会 

     １月７日（火） 午後６時より 松泉閣 

理事・役員会報告 

１． フィリピン台風義援金について・・・・５万円 

２． 新年会並びに歓迎会・・・・１月８日（水） 午後６時より 幸すし 

・・・・・承認されました・・・・ 

 

会 長 挨 拶  熊谷 昇会長 

ご挨拶申し上げます。 

会員の皆様・ご家族の皆様には家族親睦忘年会にご出席をいただきありがとうご

ざいました。 

水海道ゴルフクラブ・亀崎会員のご協力をいただき開催をさせていただいた今年

の親睦忘年会はいかがだったでしょうか？帝国ホテルさんのおいしいお料理とフ

ォーシーズンさんの奏でる優しい音楽を充分楽しんでいただけたでしょか？ 

そして準備を進めていただいた雨谷親睦委員長をはじめ親睦委員会の皆さんに

は感謝申し上げます。ありがとうございました。 

今日は前期の事業報告がございます。来週が休会になりますので本日の挨拶はこれにて終了させていただ

きます。 

本当に今年も残すところあとわずかになってまいりました。大晦日にちなんだお話として、年末の風物詩とも

評される古典落語の名作「芝浜」というお話をご紹介しようと思ったのですが、時間の都合で週報に記載させ

ていただきます。落語の「芝浜」ストーリー、妻への感謝、人情話をお読みいただきたいと思います。 

（芝浜ストーリー） 

天秤棒一本で行商をしている、魚屋の勝(演者によって主人公の名には違いあり)は、腕はいいものの酒好き

で、仕事でも飲みすぎて失敗が続き、さっぱりうだつが上がらない、裏長屋の貧乏暮らし。その日も女房に朝

早く叩き起こされ、嫌々ながら芝の魚市場に仕入れに向かう。しかし時間が早過ぎたため市場はまだ開いて

いない。誰も居ない、美しい芝浜の浜辺で顔を洗って煙管を吹かしていると、足元の海中に財布を見つける。

拾って開けると中には目を剥く大金(桂三木助の演出では、現在の価値換算で 800 万円程度)。有頂天にな

って自宅に飛んで帰り、飲み仲間を集めて大酒を呑む。 

翌日、二日酔いで起き出した勝に女房、こんなに呑んで支払いをどうする気かとおかんむり。勝は拾った財

布の金のことを訴えるが、女房は、そんなものは知らない、お前さんが金欲しさのあまり夢に見たんだろと言う。

焦った勝は家中を引っ繰り返して財布を探すが、どこにも無い。彼は愕然として、ついに財布の件を夢と諦め

る。つくづく身の上を考えなおした勝は一念発起、断酒して死にもの狂いに働きはじめる。 

懸命に働いた末、三年後には何人かの人も使ういっぱしの店を構えることが出来、生活も安定し、身代も増

えた。その年の大晦日の晩のことである。勝は妻に対して献身をねぎらい、頭を下げる。ここで、女房は勝に

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8A%9D_(%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD%E6%B8%AF%E5%8C%BA)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%85%99%E7%AE%A1
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例の財布を見せ、告白をはじめる。あの日、勝から拾った大金を見せられた妻は困惑した。十両盗めば首が

飛ぶといわれた当時、横領が露見すれば死刑だ。長屋の大家と相談した結果、大家は財布を拾得物として

役所に届け、妻は勝の泥酔に乗じて「財布なぞ最初から拾ってない」と言いくるめる事にした。時が経っても

落とし主が現れなかったため、役所から拾い主の勝に財布の金が下げ渡されたのであった。 

事実を知った勝はしかし、妻を責めることはなく、道を踏外しそうになった自分を助け、真人間へと立直らせ

てくれた妻の機転に強く感謝する。妻は懸命に頑張ってきた夫の労をねぎらい、久し振りに酒でも、と勧める。

はじめは拒んだ勝だったが、やがておずおずと杯を手にする。「うん、そうだな、じゃあ、呑むとするか」といっ

たんは杯を口元に運ぶが、ふいに杯を置く。「よそう。また夢になるといけねえ」 

いろんな噺家さんが演じていますが、三代目桂三木助の十八番といわれていますし、立川談志の「芝浜」が

最高だという落語ファンも多く聞き比べもまた楽しみ方の一つです。 

12月家族月間・家族への感謝。この一年をゆっくりと振り返ると同時に新鮮な気持ちで新しい年を迎えたいも

のです。 

 

前期事業報告    

会員組織委員会  武藤康之委員長 

会員組織委員会は、会員増強、・職業分類・広報・会員選考・ロータリー情報の５委

員会で構成されています。各委員会相互の連携を密に行い、魅力あるクラブ運営に

努めてまいりました。 

後期も会長を補佐する立場から円滑なクラブ運営のため、委員会内一致協力し各プ

ログラムの推進に努力いたします。 

 

 

会員増強委員会  鈴木邦彦委員長 

前期には青木英男会員の入会がありました。皆様のご協力ありがとうございました。

ところが鈴木 豊会員が逝去され退会となりましたので、会長からの年頭の要請が

純増１名となっておりますので、是非ともこの方がという方がおられましたら、御推

薦を頂きたいと思います。 

 

 

 

職業分類委員会  長塚 暁委員長 

青木英男会員１名の入会がありましたので、前期は仕事がありました。 

分類表には、まだまだ未充填の部分がありますので、御推薦を宜しくお願い致

します。 

 

 

 

 

ロータリー情報委員会  武藤康之委員長 

11月13日に入会１０年未満の会員を対象として、職業奉仕委員会と合同で、職業

奉仕に特化した勉強会を開催しました。当日は松坂会員を講師にお願いし、18名

の会員の参加をいただき、大変、中身の濃い、また程よい緊張感のある充実した

勉強会を行う事が出来たと考えております。 

 また後期も機会をつくり、内容のある勉強会が開催できるよう、計画しております。 
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クラブ管理運営委員会  秋田政夫委員長 

７つの委員会から構成されています。それぞれの委員会の方達が頑張っていま

す。当初の目的・計画に基づいて十分に果たしているかと思っております。引き

続き、後期も御協力を賜りますよう宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

出席委員会  石井康弘委員長 

１２月４日現在平均出席率８７．７３％、お弁当の残り１．８５個です。皆様のご協

力によりムダが少しずつ減っております。御協力ありがとうございました。後期も

宜しくお願い致します。 

東京方面の例会参加の御提案をしたいと思います。 

１２月２５日には、５０周年記念誌が配布されます。１００％の出席率でお願い致

します。 

 

 

親睦活動委員会  雨谷道夫委員長 

１.例会においてお客様のご紹介 

２.会員とご夫人の誕生祝の御披露 

３.納涼会の実施  ８月２４日 横浜にてディナークルーズ  ４３名の参加 

４.忘年会の実施  １２月６日 水海道ゴルフクラブ   ５９名の参加 

後期には、観劇会と親睦ゴルフ大会の企画をしてますので、ご参加の程宜しく

お願いします。 

 

ＳＡＡ委員会  倉持功典委員長 

例会場の気品と風紀を守ることを心がけて例会運営してまいりました。                             

例会開始前及び食事の時間に音楽を流し、和らいだ雰囲気作りに心がけてい

ます。 

また、隅屋会員より会員にお褒めの言葉があった際には速やかにニコニコＢＯ

Ｘを持参するようにしております。           

皆様のご協力により現在、目標額の半分は達成致しました。いろいろと面白い

コメントも書いていただき、とても楽しい雰囲気の中ですすめさせていただいて

おります。後期もどうぞよろしくお願い申し上げます。 

プログラム委員会  鈴木勝久委員長 

半年経ちましたが、初めて司会をやらせて頂き、つたなくて申し訳ございません。 

前期外部卓話として、９月には古河東ＲＣの土方様、川口西ＲＣの片岡様、市役所

観光課の土井様、１０月にはＮＰＯ法人小菅様、１１月にはＪＣ堀越様、高杉常総市

長をお招きしました。 

後期はＩＭもありますが、皆様にはミニ卓話をお願いすると思いますのでご協力宜

しくお願い致します。 
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会報委員会  五木田利明委員長 

青木会員との船出です。 

半期を振り返りご報告致します。事務局和久さんの力の大きさに感謝です。 

会報をご覧頂きますとお分かりかと思いますが、表紙の写真のやりくりもたいへん

です。何人かの方が気を止めて頂いているのですが、皆さんよろしく御願い致し

ます。本年度は 50 周年記念誌製作に携わり、例会風景なるものがございません

でしたので是非にと思い、月に一度ぐらいをめどに掲載させて頂いております。い

つまでも此の形が続きますよう写真、原稿などのご協力を御願い致します。 

 

雑誌委員会  大串 卓委員長 

ロータリーの友を、常総市・つくばみらい市の市役所、図書館、一高に配布して

おります。前期は、友の紹介が出来ませんでしたが、後期は毎月初めに紹介を

したいと思います。 

 

 

 

 

米山記念奨学会  横山 修委員長 

この委員会につきましては、米山記念奨学事業の意義の修得に努め、米山関係

行事の参加と、奨学生と会員の交流に対し、会員皆様の温かいご協力を頂きまし

た。 

２０１３年 ７月２１日（日）水戸プラザホテルに於いて、クラブ米山委員長・カウンセ

ラー合同セミナーに参加致しました。 

９月 日本文化研修 日帰り研修（奨学生と地区委員） 

１０月 米山月間には、奨学生 徐 佳鋭さんの卓話および地区より頂いてきましたＤＶＤを見て頂きました。 

１０月 米山特別寄付２０,０００円以上を会員５４名１００％で、公益財団法人ローター米山記念奨学会に送付

致しました。９名の会員に米山功労者表彰がありました。 

職業奉仕委員会  斎藤広巳委員長 

職業奉仕委員会は三つの計画をしましたが二つ実行することができました。 

一つは、第二週例会での「四つのテスト」の斉唱、二つ目は職業奉仕月間での

卓話でしたが、これについてはロータリー情報委員会との共同でのプログラムと

なりました。内容は入会１０年未満の会員を対象にして「職業奉仕について」を

テーマに松坂興一会員に講演をいただきしっかり勉強する事ができたと思って

おります。 

三つ目の職場訪問は三月に議会の見学を予定しておりますので宜しくお願い

致します。 

 

出 席 報 告   石井康弘委員長 

会員総数 出席者数 欠席者数 賜   暇 メーク 出席率 

５４名 ４０名 １４名 ０名 １４名 １００．００％ 

 

ニコニコボックス  倉持功典委員長            入金計 ￥41,000    累計 ￥1,095,000  

１２月６日のクラブ親睦忘年会皆様ご苦労様でした。また親睦委員会の皆様には、準備も含めて御苦労頂き

ました。感謝申し上げます。  熊谷会員 
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親睦委員会の皆さん、忘年会ご苦労様でした。   染谷（秀）会員 

忘年会お世話になりました。  武藤会員 

親睦委員会ご苦労様でした。  大塚会員 

忘年会お疲れ様でした。またツウンバＰＣのホームページで水海道ＲＣの話題が満載です。 石塚（克）会員 

親睦委員会の皆様忘年会ご苦労様でした。  斎藤会員 

忘年例会お疲れ様でした。また親睦委員会の皆様ありがとうございました。  石井会員 

忘年会楽しかったです。親睦委員会の皆さんご苦労様でした。  木幡会員 

先日は忘年会お疲れ様でした。  古矢会員 

楽しい忘年会有難うございました。   五木田（益）会員 

忘年会楽しかったです。お疲れ様でした。  五木田（裕）会員 

皆様忘年会お疲れ様でした。   青木（英）会員 

家族忘年会で当クラブレストランをご利用賜りありがとうございました。次回のご利用もお待ち申し上げており

ます。   亀崎会員 

忘年会たくさんのご参加有難うございました。   荒井会員 

忘年会無事終わりました。ご参加有難うございました。   雨谷会員 

いずれ相手も死に、自分も死にます。賢者は、愛する人と一緒にいる時間を大切にし、愚かな人は、相手を

ないがしろにしたり、喧嘩をして一緒にいる時間をムダにします。死ぬ運命だからこそ、人は愛し合えます。 

青木（正）会員 

１２月８日に行われました内閣総理大臣杯、第４１回全日本空手選手権大会女子の部で教え子が優勝しまし

た。１４日（土）ＮＨＫ教育テレビにて午後３時より放映があります。  秋田会員 

一年間お世話になりました。今年最後の例会出席となります。年明けの例会も欠席となりそうです。では良い

年をお迎え下さい。  福田会員 

例会早退します。  山野井会員 

先週例会欠席しました。  長塚会員 

忘年会を欠席致しました。  染谷（昭）会員 

忘年会所用で欠席してしまいました。  田上会員 

 

会報委員会   五木田利明委員長   青木清人副委員長 

 
平成２５年１２月６日  於：水海道ゴルフクラブ 
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