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例会報告  Vol.５０ No.４１（No.2362） ６月１９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        ☆一年間を振り返って 

                                            

 

ビ ジ タ ー 

第７分区ガバナー補佐  坂寄 惠様（藤代ロータリークラブ） 

 ボーイスカウト常総第一団 団員長  吉川 浩嗣様 

 ガールスカウト茨城県連盟第３８団 団員長 庭川弘子様 

        副団員長稲葉純子様 

 

表 彰    ５０周年新聞記事 

    
ロータリー財団大口寄付 

北村 仁会員 

 

ガバナー補佐挨拶 

２０１２－２０１３年度ガバナー補佐  坂寄 惠様 

一年間お世話になりありがとうございました。走り出すとあっという間に過ぎました。

大きなクラブ、小さなクラブを見させて頂きました。７分区がもっとよくなるように宜

しくお願い致します。 

 

 

 

 

２０１３－２０１４年度ガバナー補佐  大塚令昌様 

皆様こんにちは。先ずは 坂寄補佐本日はお忙しいなか 当水海道ロータリ

ークラブにご訪問戴きまして 誠に有り難うございます。坂寄補佐も あますと

ころ１０日程になりました。１年間ほんとうにご苦労様でした。 これから私も坂

寄補佐の後をついて、何が出来るかわかりませんが精一杯の努力をし、１年

間務めてまいりますので、宜しくご指導の程お願い申し上げます。 

それでは２０１３－２０１４年度の補佐エレクトと致しまして一言お願申し上げま

す。次年度の長谷川国雄ガバナーエレクトのテーマは「新しい奉仕活動への挑戦」と「退会防止と会員増

強」を挙げておりますので、第７分区各クラブ会長・幹事様と会話を持ち、邁進してまいりたいと思ってお

ります。当水海道ロータリークラブでも退会防止と味のある新会員の増強にご協力の程お願申し上げ、最
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後に５名のセクレタリーの皆様宜しくご協力の程お願い申し上げます。簡単ですがご挨拶にかえさせて

戴きます。以上です 

 

ガールスカウト挨拶 庭川弘子団員長 

本日は例会にお招き頂きましてありがとうございます。５０周年おめでとうございま

した。 

近況を報告させて頂きます。 

２０１２年７月１５日～１６日 中・高生で陸前高田に桜の苗を植えました。 

８月には福島の子供たちと古河市でキャンプ １１名の参加 

２０１３年５月１９日 第１２回定期総会開催 

小学１年生から３年生ですが、６名の入団がありました。 

今後ともご支援の程宜しくお願い致します。 

 

ボーイスカウト挨拶 吉川浩嗣団員長 

発団３２年目になりました。震災の為

に昨年２月に３０周年を行いました。

その節はご出席を頂きありがとうござ

いました。 

７月末より山口県で日本ジャンバリ

ーが開催され、隊長１名、隊員３名

他参加します。 

今後とも宜しくご支援お願い致します。 

 

        育成金を青木会長より吉川団員長へ 

諸 報 告 

５０周年記念誌委員会 五木田利明委員長 

本日写真をお配りしましたが、別のものが良いという方は写真をお願い致します。 

 

染谷秀雄次年度幹事 

１. クラブ事業計画書を６月２８日までにお願いします。 

２. ２０１３－２０１４年度予算（案）ついて・・・・別紙の通り 

 

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 藤代ＲＣ ６月２４日（月） 午後７時より レイクサイド茎崎 

1、 ５０周年記念式典にてボランティア表彰「パネルシアター・ハミング様」からお礼状 

2、 常総市体育協会 会長就任の挨拶状 

3、 RIから「RI加盟承認５０周年を迎えて」の賞状 

4、 ボーイスカウト常総第一団の活動報告文書 

5、 茨城新聞記事 ○創立５０周年記念式典記事 ○常総市図書館に図書費の寄贈記事 

・次週のさよなら例会出席確認 

・年度の替わりでボックスの整理と持ち帰りをお願い 

・５０周年記念祝宴にてBGMを演奏された三田さんよりふれあいコンサートの案内をボックスに入れてお

きます 
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会 長 挨 拶  青木正弘会長 

ご挨拶申し上げます。今月２１日は二十四節気の夏至となり暑い夏がやってま

いります。時の流れが速く終わってみればあっと言う間の１年でした。次回の

例会は移動例会となりますのでこの会場での例会は今日が最後となり点鐘を

できるのもあと最後の１回だけとなりました。１年間お世話になりました。（強く

たたいてごめんなさいね） 

本日は第７分区坂寄ガバナー補佐、ボーイスカウト常総第一団 団員長吉川

浩嗣様 、ガールスカウト茨城県連盟第３８団 団員長庭川弘子様、副団員長

稲葉純子様にお出で頂きました。会員一同ご歓迎申し上げます。また坂寄ガバナー補佐には、一年間

何かとご指導いただき感謝申し上げます。そしてお疲れさまでした。 

今日は、茨城でも金が採れたという話をさせていただきます。 

八溝山は茨城県北西部に位置する久慈郡大子町に所在し、福島県、栃木県と三県にまたがる茨城県の

最高峰で久慈川と那珂川支流の源流地でもあり八溝山地の主峰でもあります。山頂は標高 1022 メート

ルの高原状になっており八方に谷を刻む地形にちなんで八溝山と名付けられました。 

八溝山と金にまつわる歴史は実に古く、古代までさかのぼります。 

『続日本後記』承和三年（８３６）の条によると、八溝山には八溝黄金神が祀られており、採掘された砂金

が国司によって献上されたと伝えられており採掘された砂金は、当時中国に派遣されていた遣唐使の費

用を賄ったと伝えられております。 

 この記述を見る限りにおいては、八溝山では約千二百年前から砂金が採掘されていたことが分かり、そ

れだけでなく、その資によって遣唐使の費用を充当するなど、当時の陸奥国などともに古い産金地であ

ったことが明らかです。 

砂金の採掘は、当然ながら大名の財政を潤すことになり常陸国佐竹氏は、八溝山の金に目をつけまし

た。 

天正十九年（１５９１）になると、豊臣秀吉は主だった全国の金・銀山を直轄とし、各大名に産金額の１割を

納めさせましたが、佐竹氏の八溝山は、その額が佐渡を領有した上杉氏、陸奥の伊達氏に次いで、３番

目に位置しており相当な産出量であったことがうかがえます。 

伝承によると、砂金採掘は、八溝山麓全域にまたがり、一時期は千人を超える採掘夫が従事していたと

いい、佐竹時代は積極的に金山が開発されたことから産金量が多く、全国的にも有数の規模であったよ

うです。 

 

一年間を振り返って  

２０１２～１３年度 会長年度を振返って    青木正弘会長 

３年前の１１月１７日開催の指名委員会に於いて、水海道ロータリークラブ第５０代会長にとご指名を頂き

名誉なことと理解しながらも、受けるかどうかと躊躇しましたが皆様方の「応援す

るから」「協力するから」引き受けろとの甘い言葉に乗せられてお引受けし、どう

にか皆様のご厚情に助けられ本日を迎える事ができました。会長ノミニー時代に

は会長としての準備も心構えも特になく、会長エレクトになっても石塚幹事には１

年間の記録を正確に留める様にお願をして、自分はまだまだと先と思いながら１

月、２月と過ぎ３月１０日につくば市のホテルｸﾞﾗﾝﾄﾞ東雲で開催されたＰＥＴSに

参加してからいよいよやらねばと持ち前の「セッカチ」心が働き石塚幹事にはあ

れも早く、これも早くと無理難題をお願いし４月には次年度の委員長会議を開き

事業内容と予算額の希望、意見を聞き、また会長経験者の集いを開き水海道ロータリークラブ全般につ

いてご意見を頂きました。 

４月２９日の地区協議会が終わってからは、尻に火がつくといいますか様々な準備に追われました。 新
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年度に入るとツウンバから５０周年式典に参加したい、またバヌアツ共和国タンナ島にシャワー設備を作

るのでマッチンググラントで一緒にやらないかとの要請があり対応に追われました。このことが国民性、言

葉の壁もあり、やり取りが想像した以上に難航し時間も経過し結局この事のマッチンググラントはツウンバ

の都合で取止めとなりました。しかし再度ツウンバから水海道と共同で先の事業を出来ないかとの打診が

あり、これまでの関係も考慮し協議の結果１５，０００豪州ドルを協力する事になりました。９月２１日には、

水海道に野堀ガバナーをお迎えし、３時間にわたり意見交換を行い公式訪問に備えるとともにロータリー

全般についても話をさせて頂きました。その結果１０月１０日のガバナー公式訪問ではスムーズに１日の

日程をこなすことができたと思います。 

地区からは水海道へガバナーノミニーの推薦依頼があり、坂寄ガバナー補佐からは次期ガバナー補佐

推薦の依頼もありましたが、ガバナー補佐については簡単に決まると思いましたがなかなか難航してしま

い何とか大塚会員にお引受け頂き水海道クラブの面目を保つことができました。 

今年度、水海道クラブは創立５０周年を迎えクラブとしては最大の事業となりましたが、年度始めに各委

員会の事業については例年通り或いはこれまで以上の委員会活動を実施してほしいとお願いしましたが、

其々の委員会で責任をもって実行頂き先日の例会で事業報告を頂きました。１年間皆様のご協力に感

謝申し上げます。 

５０周年事業につきましては、私より先に決まっておりました鈴木豊実行委員長のもと、会員各位のご協

力を頂きました。 私は、「これまでの５０年これからの５０年」を想い地域の皆様に、ご家族の皆様に敬意

と感謝を表したいと考え、式典及び祝宴でそれらを実行頂き私の思いを叶えて頂いたことに感謝申し上

げます。 

今年度ＲＩ田中作次会長は、テーマを「奉仕を通じて平和を」と定めロータリアンに呼びかけましたが、私

は「世界の平和は家庭の平和から」だと認識しひたすら水海道ロータリークラブの職責を全うしようと、我

慢と忍耐の日々を送り家庭平和の維持に全力を注いでまいりました。 

国際ロータリー第２８２０地区の野堀喜作ガバナーは「強いクラブ」「元気なクラブ」を作っていきたいとの

思いから「クラブからの奉仕」と私たちに呼びかけましたが、今年度水海道ロータリークラブは「強い元気

な」クラブのポイントである会員増強ができず、病気が原因とはいえ２名の退会者を出してしまい反省をし

ております。 

毎例会時に皆様からご意見を頂いた点鐘ですが、一番近くに座った熊谷エレクトには随分とご迷惑をお

掛けしたと思いますが１年限りの会長でございますし、会員各位に他になんら記憶に留めていただけるよ

うな実績を残すことができないと考え、私としては皆様に強く点鐘する年度であったと記憶して頂ければ

幸いと思い点鐘し続けました。 次年度は実力派、行動派の会長、幹事の最強コンビで大きな期待をい

たしますが、必ず皆様のご協力が必要かと思いますので、次年度に対し今年度にまさる皆様のご協力を

お願い申し上げますと共に熊谷年度の大成功をご祈念申し上げます。 

 最後になりましたが、１年間ご指導ご協力を頂きました会員各位と、私の我がままを我慢しながら聞いて

頂いた幹事、事務局に改めて感謝申し上げます。  １年間有り難うございました。 

 

石塚克己幹事 

一年を振り返って、感想と御礼を述べさせていただきます。 

クラブ創立５０年目、節目の年度が来週のさよなら例会を残すのみとなり、

今はホッとひと安心、頭や背中の凝りが取れ、さわやかな疲労感が漂うような

心境であります。 

昨年、襷引き継ぎの際、前会長の大塚さん、前幹事の斉藤さんがどこか晴

れ晴れしくニコニコ顔、そして週報等で振り返れば青木会長や自分の表情は

緊張気味で、青ざめていたような気がします。来月の第１週例会ではそうなる

のかなと・・。（笑） 
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２０１３年元日、ある会員の方から「今年は職業奉仕 7割、ロータリー3割で過ごして行きます」との年賀

状を頂きました。 

自分はどうだったかといえば、在籍１６年間の中で最もロータリーのこと、クラブのことを考え続けた一年

だったかなと思っています。そうなることは多少、覚悟していましたが、反面、“仕事、職業奉仕では悩み

や落ち込みは付きもの、しかし会費を払って参加するロータリー活動では絶対に悩みたくないな！”そう

強く思った次第です。 

そのためにあれやこれやの余計な先入観を抱かずに心を真っ白にして、皆様方の輪に入って、ともに

活動をすること、できうる限りいろいろな情報を共有し、情報を確実に届ける「伝書鳩約」に徹することを肝

に銘じ、青木会長を支えていこうと思いました。 

そうは言っても例年どおりのクラブ管理運営と委員会行事そして５０周年記念式典成功という大命題の

下、公式訪問、地区大会、IMが終わっても気の抜けない日々が続きましたが、青木会長はじめ諸先輩か

らご指導、励ましを頂き、何とか年度終了という日を迎えられそうです。 

とにかく前年度会計の１年を含めて、こちら側に座らせていただき、勉強づくしの２年間だったように思

います。コラボレーションという用語があります。協同（共同）し役割分担をして事を推し進めていく意味で

組織運営には大切なことです。また、私ども幼児教育の用語で「かかわり」という表現があります。 

一年間、クラブ、委員会の皆様、５０周年記念式典実行委員会の皆様と微力ながら自分なりの「コラボ」

「かかわり」をもてたことは光栄の至りに存じ、合わせて皆様方のご協力に心から感謝申し上げます。 

結びにこのような貴重な経験の場に引っ張り出していただいた青木会長、そして幹事の職（つとめ）を

コラボしていただいた事務局、和久さんに心から御礼申し上げます。 

今日まで青木会長からの携帯着信、例会では耳をつんざくような点鐘が鳴り響きましたが、７月からは

熊谷さんの大きな地声が響き渡ることと思います。（笑） 

どうか次年度、熊谷会長・染谷秀雄幹事にも引き続き、ご支援、ご協力をお願い申し上げ、一年の感

想、御礼とさせていただきます。一年間、本当にありがとうございました。 

 

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 ４９名 ６名 ０名 ６名 １００．００％ 

 

ニコニコボックス （五木田裕一委員長）         入金計 ￥92,000      累計￥2,042,000  

一年間お世話になりました。皆様のご協力に感謝申し上げます。  青木（正）会員 

一年間お世話になりました。７月から反動が来ないようにします。  石塚（克）会員 

坂寄補佐、本日はありがとうございます。  大塚会員 

親睦ゴルフお疲れ様でした。親睦委員会ご苦労様でした。優勝カップ、一年間お預かり致します。 

北村（英）会員 

クラブゴルフ大会、３位に入賞できました。  秋田会員 

親睦ゴルフ会で、水海道ゴルフクラブご利用賜りありがとうございました。  亀崎会員 

最終例会です。宜しくお願いします。  熊谷・染谷（秀）  各会員 

青木会長、石塚幹事、一年間ご苦労様でした。そして大変お世話になりました。  島田会員 

青木会長、石塚幹事、一年間ありがとうございました。お疲れ様でした。  石塚（利）会員 

青木会長、石塚幹事、一年間お世話になりました。  五木田（益）会員・和久事務局 

会長・幹事、一年間ご苦労様でした。  青木（清）会員 

青木会長、石塚幹事、一年間ご苦労様でした。会報委員会お世話になりました。  松崎会員 

会長・幹事、一年間お疲れ様でした。  染谷（正）会員 

会長・幹事・各委員長さん、お疲れ様でした。  松村会員 
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一年間お世話になりました。次年度も宜しくお願い致します。  松坂会員 

一年間出席委員会への協力ありがとうございました。  北村（陽）会員 

広報委員会一年間の御協力ありがとうございました。  海老原会員 

一年間ありがとうございました。来年度も宜しくお願い致します。  石井会員 

一年間お世話になりました。  小島会員 

次年度会計です。    山野井会員 

一年間お疲れ様でした。   古矢会員 

一年間ありがとうございました。   登坂会員 

一年間お世話になりました。次年度もよろしくお願い致します。  武藤会員 

一年間お世話になりました。青木会長・石塚幹事ご苦労様でした。  大串会員 

青木会長・石塚幹事お疲れ様でした。ＳＡＡ一年間ありがとうございました。  五木田（裕）会員 

例会欠席しました。  木幡会員 

 

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 

 

さよなら例会                        平成２５年６月２６日（水） 於：糀屋 
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一年間大変お世話になりました。  会長 青木正弘、幹事 石塚克己 

 

 

 

写真撮影：石井康弘会員 


