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    ２０１５－２０１６年度 ＲＩ会長 

   Ｋ．Ｒ．ラビンドラン 氏  

        

例会予定  ３月３０日 外部卓話 

        ４月 ６日                     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．３１（通算Ｎｏ．2472）          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 ３月２３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 常総市保健所 所長 本田 惠様 

 

                                      

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 Ｎｏ３０（Ｎｏ．2471）  ３月１６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 ◎外部卓話   レンゴゲニさん 

                                         ～卒業～ 

 

ビ ジ タ ー 

国際ロータリー第２８２０地区 地区副幹事 菊地達之様（竜ヶ崎ロータリークラブ） 

米山奨学生   レンゴゲニさん 

茨城大学ローターアクトクラブ 会長 池田宗一郎様 他４名 

新会員  前島 聡氏 

 

入 会 式  新会員  前島 聡会員 

入会させて頂きありがとうございます。 

推薦者の二人の期待にも応えられるよう頑張って

いきます。宜しくお願いします。 

 

推薦者：古矢 満会員  石井康弘会員 

委員会：職業奉仕委員会 

職業分類：産業廃棄物処理業 

 

 

 

 

地区大会ＰＲ  国際ロータリー第２８２０地区 地区副幹事 菊地達之様（竜ヶ崎ロータリークラブ） 

本日は、４月１６日、１７日に行われます地区大会のＰＲに参りました。 

昨年の９月の水害に対しお見舞い申し上げます。 

地区大会は、つくば市ノバホールにて開催されます。多数のご参加ご出席宜し

くお願い申し上げます。 

また、４月２５日の記念ゴルフにもすでにたくさんの方にお申込みいただきまし

た有難うございます。 

 

 

諸 報 告 

親睦活動委員会  石塚克己委員長 

お楽しみ会のご案内 

５月２１日（土）  帝国ホテルバイキング 

詳細につきましては、後日ＦＡＸをさせていただきます。 

 

 

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 牛久ＲＣ ３月２８日（月）１９時より 牛久シャトー内ガラスハウス 

      竜ヶ崎ＲＣ  ３月２２日（火） 休会 

３月５日（土）つくば学園ロータリークラブ３０周年記念式典に出席してきました。 
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会 長 挨 拶  海老原良夫会長   2016.3.16 小さな橋の物語り・其の壱『かまやばし物語』  

 ・・・『江戸期、水海道村随一の富商｢釜屋｣は姓を田中と申し、祖先は近江の

人でした。江戸の初世此地に来て片平太右衛門に草鞋を脱ぎ、刻苦して産を

成し村一番の長者になりました。酒醤油醸造販売を業としましたが、情のある家

で、毎日三斗宛米を炊いてお鉢に入れ、店の傍らに出して置いて、馬方でも人

足でも、町へ用達しに来た近在の百姓でも、誰でも彼でも腹の空いた人には皆

食べさせました。只今ならば立派な社会事業としてニュースの種になったでせう

が、當時は唯地方人が好感を有つたといふだけで、其事業を称揚する者もあり

ませんでした。しかし水海道村発展史中に、かうした隠れた陰施家を見出すことは愉快でございます』・・・昭

和 10年刊富村登著「水海道案内」より抜粋・・・・ 

・・・・・平成 28 年 3 月。朝な夕な水海道小学校の児童が登下校に渡り、お年寄りは手押し車を押しながら

渡る小さな橋。当クラブ例会場前の大通りを西方へ歩き最初の信号の十字路、21 世の夢見台(1986 年水海

道青年会議所建立)を挟んだ道路の対面にその小さな橋は架かっている。 

この小さな橋の名前『かまやばし』は江戸期、此の辺りに大店を構えた豪商「釜屋(かまや)」に因んで、往

時釜屋の前を釜屋堀と称された小溝が流れていたことに由来するものである。欄干の刻字『明治四十二年八

月・かまやばし』が辛うじて読み取れる。 

幕末から明治期、常陸・下総之國随一の商都として栄えた水海道。かつての横町(現栄町) 

と宝洞宿(現宝町)を跨いで架かる小さな橋。僅か三尺(90cm)、大人の足で一跨ぎのコンクリート製の小さな

橋。｢明治 42 年 8 月建造」と刻された、この小さな橋を百年の時空を超えて、いったい幾万の老若男女が渡

ったのであろうか。・・・・・・・・・・・ 

 RI月間テーマ3月「水と衛生」に因み、水にゆかりの当地の歴史に思いを馳せれば、かつて鬼怒川水運の

恵沢によって大いに栄えた町が、平成 27 年 9 月、未曽有の大水害に襲われた。中心市街地の真ん中に架

かる、この小さな橋を行き来する現代の私たちは、街の復興、再生に向けてどんな物語を語り始めようとして

いるのだろうか。 

 

茨城大学ローターアクトクラブ活動報告  会長 池田宗一郎様 
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外 部 卓 話  米山奨学生 レンゴゲニさん 

今日は最後のスピーチということでちょっと長めにさせて頂きます。テーマは「卒業」

です。卒業というのは早く来てほしいが近づいてきたらもうちょっとゆっくりでいいよと

いう感じなんですね。 

あくまでも私にとって、嬉しいことでありつつ悲しいです。みなさんは私より何倍も先

輩なので何十回もしくは何百回、あることから卒業したこともあるでしょう。小さなこと

でも大きいことでも。私は２７年間今日まで生きてきて卒業というものはただ学校の卒

業だけが記憶に残っています。その中で、一番感動したのはやはり学部の時の卒業

です。達成感が半端ではなかったです。高校まではなんか道がすでに作られていてただ自分の力だけで歩

いていくという感じ。けれど、学部の時は選択肢が増えてきてどんな道を選ぶか、どこまで行くか自分で決め

ることなので、ゴールまで行ったらすごく嬉しかったです。これは聞いた話なんですが、日本の大学に入るの

はすごく厳しく難しいが、出るのはそんなに厳しくないと聞きました。逆にインドネシアの大学は入るより出る

方が何倍も難しいです。多くのケースは、私も含め卒業論文に引っかかりました。ですから出来た時はすごく

嬉しかったです。私より先に卒業する同期もいて皆一緒に卒業するのはインドネシアではめったにないで

す。 

ちょっとここで日本とインドネシアの卒業式の違いを説明させていただきます。先ず雰囲気が違います。中学

校と高校の卒業時期が１カ月外れていてまた大学の卒業時期というのは、学校により年４回のところもありま

す。そうですね、一緒ではないのでなかなか卒業という雰囲気は周りは感じてないです。日本は卒業ってす

ごく感じます。大体高校や大学の卒業式は、間違いでなかったらみんな同じ３月にします。桜の影響とかもあ

るかもしれませんが、町中がお祝いしてくれる気がします。二つ目は、卒業式の時親がついてくることです。

学部の時だけじゃなくて、大学院を卒業するときも親が一緒に来ます。去年、先輩が卒業する時に聞きました。

「先輩、家族が来ますか？」「いいえ、来ません。」インドネシアなら親だけではなく、家族を連れてくる人も珍

しくない。遠いところに住んでいる家族も親戚までもが来るというケースもあります。やはり大学まで行くってい

うのはインドネシアではすごく大きなことなので、特に私世代は卒業式に親が参加できることは誇りをもつとい

うか自慢というか、めでたいことです。さらに大学院まで行けるなら。今回も私の両親が来ます。 

今回は学校からの卒業だけではなく人生からも卒業すると感じています。今まではずっと学生として生活をし
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てきたので、だって普通の人ならもう結構前から卒業したはずです。やっとこういう人生から卒業します。嬉し

いかどうかワクワクしているのかよくわからないですが。不安もすごく感じています。 

人生というのはゲームのようないくつかステージがあります。その各ステージで環境やミッションが変わります。

今まさに私が、ああそうだねと改めて感じます。大きなステージの中にまた小さいレベルがあります。私いまど

こにいるのだろう、この前考えてみました。いま日本ワールドにいて最初２年は大阪で、今はつくばで、そして

次の２年は名古屋で。本当に人生って面白いなと思っています。卒業というのは出口じゃなくて入口だよとい

う言葉は日本で知りました。この言葉を聞いたときは本当に印象的でした。 

４年間日本で生活して特にこの一年間は達成感が一番大きいです。いろんな人と出会い、いろんな行事に

参加できて、新しいことを経験してきて、卒業のこともあるし本当にやりましたと感じています。それは、ロータ

リー奨学生になってから皆さんのお蔭で無事に卒業して就職が決まってすべてが無事に終わりました。一年

って本当に短いですね。去年の５月初めにここにきてすごく緊張していました。例会ってどんな感じかな。け

れど皆さん本当に優しい人で、声をかけてくれて安心しました。私が食べられないものとかも気を使ってくだ

さってありがたいです。 

去年は残念ながらここで災害があって、本当に悲しいことですね。本当にびっくりしました。災害の前日に来

たときは普通だったのに、あんなことになって本当にびっくりしました。何かしてあげたい、力になりたかった

けど、結局何もしてあげられなくて本当に申し訳ないと思っています。災害から半年になりましたね。皆さんの

この町の回復、本当に素晴らしいと思います。なんか頑張ろう！進んでいこうという感じがすごく伝わってきま

した。本当に素晴らしいと思います。昔は地元に災害があったときなんか、こういう感じじゃなかったです。助

け合いという行動がまだ薄かったなと思っています。町の回復とかもなんか政府のもの、政府の責任という感

じが強かったです。本当に勉強になりました。 

私のカウンセラー、熊谷さん始め会長さん、ここにいる皆さんに本当に感謝しています。この一年間こういう素

晴らしい年になったのは、皆さんのお蔭です。皆さんに出会って話して本当に良かったなと思います。私、ラ

ッキーです。今日は最後の例会になり本当に寂しいです。ここに来るのは毎月楽しみでした。会員の皆さん

とまだちゃんと話をできてないことはちょっと残念だと思います。また、例会にお邪魔したいなと思いますが、

私の就職先が名古屋なので、ちょっと難しいかもしれないので本当に寂しいです。 

就職先は旅行会社ですが、今の専門と関係ないが、旅行することが好きだし、たくさん世界のことを知りたい

し他の人に紹介したいので、この仕事は楽しくやっていきたいと思います。 

今日この場に立つのは最後になりましたが、改めて自己紹介をさせていただきます。インドネシア出身のレン

ゴゲニと申します。是非ゲニで呼んでください。水海道ロータリークラブのこと、皆さんのこと、この例会場で皆

さんと食事したこと、一生忘れません。どこかでばったり会ったらどうか声をかけてください。この一年間本当

にありがとうございました。お世話になりました。 
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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 

５５名 ３４名 ２１名 ０名 １２名 ８３．６４％ 

 

ニコニコボックス  五木田裕一会員              入金計 ￥49,000     累計 ￥1,492,000  

４月１６・１７日地区大会のＰＲで参りました。宜しくお願い申し上げます。  菊地達之様（竜ヶ崎ＲＣ） 

前島 聡様入会おめでとうございます。会員一同歓迎申し上げます。これからよろしくお願い申し上げます。 

海老原会員 

前島さん、ようこそ。歓迎申し上げます。  松崎会員 

この度入会させて頂きましてありがとうございます。宜しくお願い致します。  前島会員 

前島さんようこそＲＣへ。よろしくお願いします。  倉持会員 

前島さん、入会ありがとうございます。茨大ローターアクトの皆様、宜しく。  瀬戸会員 

前島さん、入会おめでとうございます。これからがんばりましょう。本日のＳＡＡ（代役）は貫禄があります

ね！！   石塚（克）会員 

新入会員、前島さんをよろしくお願い致します。  石井会員 

前島さん、ご入会おめでとうございます。今後ともよろしくお願いします。  荒井・五木田（裕）  各会員 

米山奨学生レンゴゲニさん本日が最後の例会出席スピーチになります。一年間ありがとうございました。 

熊谷会員 

レンゴゲニさん、最後の卓話宜しく！  青木（清）会員 

ライオンズチャリティ賞頂きました。  斎藤会員 

確定申告も終わったことだし、そろそろ復活します。またよろしくお願い致します。  登坂会員 

前々回欠席しました。  白井会員 

例会欠席しました。   鈴木（勝）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 

 

         


