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ＲＩ２８２０地区 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ２０１５－２０１６年度 ＲＩ会長 

   Ｋ．Ｒ．ラビンドラン 氏  

        

例会予定  １月２７日  外部卓話 福永一哉様 

        ２月 ３日  会員卓話             クラブ創立当初のバナーは、ロータリーのマークに 

                           「水」の字をあしらったものでしたが、創立１０周年 

         当時、バナーを変えたいという意見が出て、研究検 

ＶＯＬ．５３ Ｎｏ．２４（通算Ｎｏ．2465）          討の結果出来たものが現在のものです。 

         鬼怒川と小貝川にはさまれた水海道は、昔から水 

２０１６年 １月２０日（水） 例会プログラム     路を利用して、江戸に通じる要地として繁栄し、川と 

点 鐘         の関わり合いの深い所です。 

ロータリーソング                          鯰は「如拙」の「瓢箪鯰」にあるよう、また幸を招く 

ビジター紹介        魚として、川魚の代表的な魚です。この「鯰」と「川」 

出席報告              が当地の特色をもっとも的確に表すだろうと云う 

ＳＡＡ報告        ことで、東京女子美術学校講師であった増渕淳子 

諸報告              先生が両川の清流に黄金の鯰を配して図案化 

幹事報告              したものです。 

会長挨拶 

外部卓話  ＲＩ２８２０地区 職業奉仕委員会 

        総括委員長 保延輝文様 

                                      

２０１５－２０１６年度        会   長  海 老 原 良 夫     幹   事  松 崎 隆 詞 

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.mitsukaido-rc.jp/ 
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例会報告  ＶＯＬ．５３ Ｎｏ２３（Ｎｏ．2464）  １月６日（水）曇り （司会 石井康弘委員長） 

 本例会での主な事項 

 ◎会長挨拶    ◎会員卓話 瀬戸隆海会員 

                  

 

乾杯 

   

 松坂会員の発声により、乾杯       

 

ビ ジ タ ー 

大楽寺 副住職 長谷川良則様  ご令嬢 長谷川晃子様 

智福寺 副住職 池田智光様、池田善光様 

 

誕 生 祝     

 

≪会員≫１１月 長塚 暁会員 

大串 卓会員  斎藤広巳会員  小島富雄会員  大澤 清会員  大塚令昌会員  廣井 信会員 

染谷秀雄会員 

≪ご夫人≫鈴木（茂）会員  松村会員  廣井会員  飯塚会員  亀崎会員  山野井会員  海老原会員 

染谷（昭）会員  北村（英）会員  北村（仁）会員 

 

幹 事 報 告  松崎隆詞幹事 

週報受理クラブ なし 

例会変更通知 藤代ＲＣ  １月１１日（月）→１月１３日（水）午後７時より 三幸 

 

会 長 挨 拶  海老原良夫会長   ２０１６．１．６ 「初夢」  

新年明けましておめでとうございます。穏やかな陽気の三が日で良いお正月をお迎えの事とお慶び申し

上げます。 

本日は暦の上では「小寒」ですが、年初に相応しい浄土宗雅楽部の皆様の奏でる雅な調べにのせてロー
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タリー活動後半戦を開始する日となりました。 

さて新年の季語に「初夢」がありますが、初夢とは元日の夜に見る夢。また、正

月2日に見る夢。古くは、節分の夜から立春の明けがたに見る夢。と言われている

ようです。 

山家集『年暮れぬ春来べしとは思ひ寝にまさしく見えてかなふ初夢』 

・・・・・・・・・・・・・・・・ 

ところで縁起の良い初夢として「一富士二鷹三茄子」と言われますが、三番目の

茄子には「事を成す」「物事を成就させる」の「なす」の語源も含まれている、という解釈もあるようです。 

一方で夢という言の葉は様々な場面を想起させます。 

・・・たとえば・・・ 

『露と落ち露と消えぬるいのちかな浪花のことは夢のまた夢』 

『人間(じんかん)五十年、下天の内をくらぶれば、夢幻の如くなり』 

『一期は夢よ、ただ狂へ』閑吟集 1518年(永世 15)成る。編者未詳。室町時代の小歌集。 

 ・・・などなど・・・ 

夢にも色々ありますが、私の「初夢」はガバナー月信の新会員紹介の頁を水海道 RC の新会員の顔写真で

埋め尽くすことです。これが正夢となるよう願っています。 

 

会 員 卓 話   瀬戸隆海会員  雅楽 「新春、雅な響き」 

     

                                                 笙 

                  

               篳篥                   龍笛 
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出 席 報 告   荒井孝典委員長 

会員総数 出席者数 欠席者数 出席免除 メーク 出席率 

５４名 ４６名 ８名 ０名 １名 ８７．０４％ 
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ニコニコボックス  大澤 清委員              入金計 ￥190,000     累計 ￥1,245,000  

誕生祝御礼≪会員≫長塚・大串・斎藤・小島・大澤・大塚・廣井・染谷（秀）  各会員 

≪ご夫人≫鈴木（茂）・松村・廣井・飯塚・亀崎・山野井・海老原・染谷（昭）・北村（英）・北村（仁） 各会員 

新年あけましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。   

海老原・草間 ・山牟田・山野井・細野・北村（陽） 各会員 

昨年は大変お世話になりました。本年も宜しくお願いします。  松崎会員 

明けましておめでとうございます。本年も宜しくお願い致します。皆様のご健勝祈念申し上げます。  

松坂会員 

後期も宜しくお願い致します。  小島会員 

今年も宜しくお願い致します。平穏な一年を願っております。  大串会員 

おめでとうございます。  大塚・青木（清）  各会員 

今年も宜しくお願い致します。  染谷（秀）・北村（英）・飯塚・松村・五木田（益）  各会員 

今年はつくばで家族と歳を越しました。筑波山神社に初詣に行ってきました。  廣井会員 

明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。  斎藤・荒井・島田・田上・倉持 各会員 

和久事務局 

４か月ぶりに例会出席できました。今年もよろしく。  長塚会員 

皆様今年も宜しくお願い致します。  青木（英）会員 

明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願い申し上げます。良い年になりますように。 

五木田（裕）会員 

新年おめでとうございます。本年もよろしくお願い致します。  鈴木（邦）会員 

新年あけましておめでとうございます。  古矢会員 

新年おめでとうございます。本日早退させていただきます。すみません。一年間よろしくお願い致します。 

本橋会員 

本年も宜しくお願いします。  瀬戸・武藤・白井・北村（仁）・熊谷・染谷（正）  各会員 

本年も宜しくお願い申し上げます。今年は心と身体によいことの再開・再会の年にします。 石塚（克）会員 

２０１６年、つたない司会ですが、プログラム一同宜しくお願い致します。  石井会員 

 

会報委員会  二本松恭行委員長  亀崎徳彦副委員長  本橋美章委員 

   平成２８年１月１３日（水） 於：幸すし 
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会 長 挨 拶  海老原良夫会長 1月 13日「JC新理事長に贈る賀詞」 

新年会の開催にあたり青年会議所役員の皆様、レンゴゲニ様ようこそお越しくださいました。これからのひ

と時がRC会員と皆様との賑やかで明るく楽しい新年の賀詞交換の宴となりますよう祈念致します。 

さてお客様の JC青葉新理事長様に新年のエールを贈ります。JCもRCも役員任期は 1年です。その限

られた 1 年で如何に青葉理事長として水海道 JC36 年の歴史にその名を遺すか、既にその構想と決意をご

自身の胸に秘めて 1月総会をお迎えの事と存じます。 

老婆心ながら青葉理事長にエールに込めたアドバイスをひとつ贈りましょう。 

青葉理事長、あなたの身近にはお手本としてふさわしい優秀な青年が居られます。 

前年度水海道 JC メンバーを倍増し、更に常総水害復興支援プロジェクトと銘打った一大事業を構想し、

大きな資金を集め、見事に成功させた石塚徹直前理事長です。 

石塚直前理事長の成功の秘訣は何かを充分に検証され、ご自身の事業計画遂行の羅針盤になさるのは

いかがでしょうか。 

とは申せ、組織の名前に青年という漢字を冠する団体のリーダーとして、前任者を乗り越えて新たな地平

を切り拓く、という青年としての気概をも当然の如くお持ちでありましょう。どうぞご自身の思いの丈を 1 年限り

の理事長職に全うされご活躍ください。 

さてロータリアンの皆様、2016年の新年が明け、ロータリー年度 2015～16年度は残すところあと半年とな

りました。私も松崎幹事も微力ではありますが、その持てる力を余すところなく発揮し夫々の役職に誠心誠意

務める所存です。 

年年歳歳花相似、歳々年々人不同。RC 新年会は毎年開催されますが、武藤直前会長にとって、斎藤会

長エレクトにとって今日の宴はどのように映るのでしょうか。 

会員の皆様の変らぬお引き立てとご協力をお願い申し上げ新年会のご挨拶といたします。 

 

  


