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ＲＩ２８２０地区 

 

 

 

２０１６－２０１７年度 ＲＩ会長 

   ジョン Ｆ．ジャーム 氏 

 

例会予定  ６月２１日 会長・幹事一年間の報告 

        ６月２８日 さよなら例会 於：糀屋 

 

 

ＶＯＬ．５４ Ｎｏ．３６（通算Ｎｏ．2518） 

 

２０１７年 ６月１４日（水） 例会プログラム 

点 鐘 

ロータリーソング・四つのテスト 

ビジター紹介 

出 席 報 告 

Ｓ Ａ Ａ 報 告 

諸 報 告 

幹 事 報 告 

 

認証状 

 

(1) 創立記念日 1963年 9月 25日 

 (常陽銀行 水海道支店) 

(2) RI加盟承認 1964年 1月 28日 

(3) チャーターナイト 1964年 5月 17日  

(県立水海道一高) 

(4) チャーターメンバー34名 

 (内現在会員数 1名) 

(5) 創立当時のガバナー 小 野  康 平 氏 

(6) スポンサークラブ  土浦ロータリークラブ 

(7) 特 別 代 表    細 野  勝 久 氏 

(8) 所 在 地 域    常  総  市  

 

 

会 長 挨 拶 

委員会事業実績報告 

 

                                      

２０１６－２０１７年 度        会  長   斎 藤 広 巳     幹  事   北 村 英 明 

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/ 

mailto:mitsu-rc@lapis.plala.or.jp
http://www.mitsukaido-rc.jp/
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例会報告  ＶＯＬ．５４ Ｎｏ．３５（Ｎｏ．2517） ６月７日（水）曇り （司会 荒井孝典副委員長） 

 本例会での主な事項 

 ◎会長挨拶    ◎委員会事業実績報告 

      

 

誕 生 祝 

 

≪会員≫倉持功典会員  青木英男会員  細野真哉会員 

 

表 彰 

  

≪在籍４０年以上≫                     ≪長寿会員≫ 

鈴木邦彦会員  北村 仁会員  長塚 暁会員     山崎善市会員  鈴木邦彦会員 

 

諸 報 告 

雑誌委員会  鈴木茂徳副委員長 

横組み     縦組み 

Ｐ３ ＲＩ会長メッセージ   Ｐ４ 地球温暖化防止の切り札は 

Ｐ８～１５ 国境を越えアジアの人々のために Ｐ９ クラブを訪ねて 

Ｐ１６～２５ ロータリー財団１００周年を祝う Ｐ２２ ロータリーアットワークの中で、水戸南ＲＣの記事 

Ｐ３２ 心は共に 

Ｐ３８～３９ よねやまだより 

 

次年度理事・役員会報告  倉持功典次年度幹事 

１． ２０１７－２０１８年度 各種委員会について（敬称略） 

・指名委員会・・・大塚・熊谷・武藤・海老原・斎藤・石塚・染谷 

・監査委員（２名）・・・熊谷・松村 

・米山カウンセラー・・・・海老原 

２． ２０１７－２０１８年度 予算案について・・・別紙のとおり 

次週皆さんにお配りします。 

                            ・・・・・・承認されました・・・・・・ 
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幹 事 報 告     北村英明幹事 

週報受理クラブ   なし 

例会変更通知 なし 

６月１４日（水） 新旧委員長会議が午後６時より、ふじ吉で開催されます。 

 

 

２０１６年 水海道クラブ定款・細則について  

                   ・・・・・・・・拍手で承認されました・・・・・・・・・・ 

会 長 挨 拶   斎藤広巳会長 

昨年 9月のロータリーの友ＲＩ指定記事を紹介します。 

2011-12年度ＲＩ会長であり、2016-17年度ロータリー財団管理委員長 カル

ヤン・バネルジーさんが、ロータリー財団管理委員長の思い、として、書いて

います。読み書きの力はより良い未来へのカギという題です。 

数か月前、『The Rotarian』誌で、アメリカ・ウィスコンシン州ケノシャ・ロータ

リークラブ会員、カール・サンダース氏に関する記事を読みました。 

 サンダース氏は、印刷業で成功しましたが、読み書きができませんでした。そ

のことを恥じ、周囲には必死に隠していました。この記事に、私はいささか驚きました。非識字とは主に貧しい国

の問題であり、アメリカのロータリアンの問題とは思っていなかったからです。しかし、サンダース氏のような例は、

さほど珍しくありません。アメリカのような豊かな国でさえ、基本的な読み書きの能力のない人が数百万人いるの

です。 

 このサンダース氏のストーリーはハッピーエンドでした。この秘密を打ち明けられた仲間のロータリアンたちは、

地元の識字プログラムを紹介し、読み方を習うための授業に通う彼を励ましました。 

 財団ではこのようなハッピーエンドをつくり出したいと考えています。識字能力を必要とする人は、大勢います。

今日、生活していく上で必要な読み書きが十分にできない成人は、世界に 7億5,000万人以上います。 

2015-16年度、財団は 146件のグローバル補助金、総額 830万ドル（約8億4,000万円）を授与し、世界中で

基本的教育と識字率向上プロジェクトを支援しました。 

私の国でも、ここ数年、ロータリーが識字率向上に取り組んでいます。人口12億のインドで、識字率は約75％。

非識字の問題は、主に都会から離れた地域にみられますが、人口の多くはそのような地域に住んでいます。で

すから、インドのロータリーは非識字をなくすために政府と協力し、特に女性を対象とする活動を始めました。こ

のような記事でした。 

 では日本はというと、識字率は世界一と言われているようですが、それは数百年前からのようです。 

1443年に朝鮮から来た申叔舟は「日本人は男女身分に関わらず全員が字を読み書きする」と記録していま

す。 

 1853年に黒船で来たペリーは、日記で、日本の田舎にまで本屋がある事や、日本人の本好きと識字率の高さ

に驚いたと書いています。 

 1861年に函館に来たロシア正教会のニコライは 8年間日本に滞在し、帰国後に読み書きができて本を読む人

間の数においては、日本はヨーロッパ西部諸国のどの国にもひけをとらない、日本人は文字を習うに真に熱心

である、と紹介しています。 

 この日本の識字率の高さは、個人の幸せはもとより国の発展にも大きな役割を果たして来た事は間違いありま

せん。 

 より良い未来の為にロータリーの基本的教育と識字率向上プログラムの重要性を感じました。 
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２０１６－２０１７年度 事業実績報告    

親睦活動委員会  石井康弘委員長 

・従来委員会行事の報告 

 ①納涼会：羽田美智子様をお呼びし、計画通りの近場にて納涼会の実施が出

来ました。 

 ②忘年会：アジュール（守谷）にてご家族も含め大勢のご参加を頂き、手品師・

演奏者などの演奏演技や、都内からのスタッフを揃えてとても印象深い忘年会が

出来ました。 

 ③観劇会：計画の中でも最も力を入れたかった一つで、ご家族様はすべて無料

の企画を実践実施出来ました。場所はモノマネ芸人「コロッケ様企画・ミミック東京」にて多数のご出席を

頂き、思い出深い観劇会が出来ました。しかしながら「近場」というコンセプトとは行きませんでした。 

 ④親睦ゴルフコンペ 

  従来の景品から商品券に変更し、ニアピン全ホールと異例企画を立て、水海道ゴルフクラブ様にも大変

お世話になりました。 

 ⑤お誕生日プレゼント 

  会場手渡しを企画させて頂き、「今治タオル」を皆様に贈呈できることが出来ました。 

 

    至らぬ点も多々あったかと思いますが、 一年間、皆様のご協力を頂き、誠にありがとうございました。 

 

雑誌委員会  鈴木茂徳副委員長 

「ロータリーの友」は、機関誌としてＲＩの公式行事や指定された記事、ロータリー月

間に関する記事、国内のロータリー情報や会員相互の意見交換など、国内外のロ

ータリー情報が掲載され、ロータリアンの情報発信の場となっておりますが、実際

にはあまり読まれることなく終わってしまうのが現状だろうと思います。今期、雑誌

委員会は会長の方針もあり、皆様に雑誌の内容を一部紹介し「ロータリーの友」が

愛読されるよう努めてまいりました。また、ロータリークラブの広報の一環として学

校、公共施設等へ配布し、地域の方々の水海道ロータリークラブを理解して頂け

るように努めて参りました。 

 

職業奉仕委員会  古矢 満委員長 

職業奉仕委員会としまして、１年間を通して毎月第２例会時に「四つのテスト」の

斉唱をしてまいりました。 

また、１月に職業奉仕月間に合わせまして、職場のメンタルヘルスが問題にな

っている昨今、松坂会員に「心の病とその取り組み方について」として会員卓話

をして頂きました。専門的な視点から、詳しく内容の濃いお話を聞くことが出来

ました。 

そして、５月には職場見学移動例会としまして、つくば市のサイバーダイン社の展示場で介護用ロボットの見

学会を実施致しました。最先端のロボット分野に触れることが出来、今後の社会においての時代の変化を感

じることが出来ました。 

一年間皆様のご協力に感謝をして報告と致します。 
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米山記念奨学会  染谷秀雄委員長 

水海道ロータリークラブは永きにわたり、米山功労クラブとして高く評価されてき

ました。今年度も、皆様に米山奨学会に対しご理解をいただき、全会員より普通寄

付、特別寄付をいただき、目標を達成することが出来ました。 

また、今年度は米山奨学生として、海老原会員にカウンセラーをお願いし、メキシ

コ出身のバルガス メサ シャネットさんをお迎えし、会員の皆様と交流を深めてい

ただきました。 

そして、明るいニュースとして、2010－2011 年度、皆葉カウンセラーのもとお世話

してきました、タイ出身のヨードスラン パティポンさんが世界文化遺産学の博士後期課程を終了し、この程、

博士号を取得されたとのことで、大変嬉しく思います。 

最後に、会員の皆様には、一年間ご協力をいただきましたことを深く感謝申し上げます。 

 

会員組織委員会  石塚克己委員長 

会員組織委員会事業は実質、5 つの委員会からの実績報告となります。ロータリ

ーの戦略でもある会員基盤の強化と目的の共有という命題の下、会員組織委員

長・会長エレクトとして 5委員会の皆様及び会長幹事にかかわってきたことを 3点

に絞り報告させていただきます。 

①例会はもとより会合や酒席の語らいなど、あらゆる場、機会の中で新会員獲得

のために情報交換をしてまいりました。 

 

②2016 年からの新定款細則について、規約改正委員会等での審議、議論をとおして会員への新定款提供

にかかわってまいりました。 

 

③クラブの円滑な運営のため、会長幹事とクラブ事業・委員会事業の目的を共有し、斎藤・北村英明年度の

サポートに心掛けて参りました。 

 

会員増強委員会  青木清人委員長 

斎藤会長の方針では２名以上の増強でありましたが、結果的に１名の増強に留ま

り、目標達成が出来ず大変申し訳なく思っております。 

引き続き、会員増強に協力していきます。 

 

 

 

 

広報委員会  大串 卓委員長 

当委員会は、ロータリーに関する情報を地域に対し広報し、ロータリークラブの理

解を勧める役割があります。 

今年度は、社会奉仕委員会が中心になり勧めた常総市と共催の「復興の道しる

べ」が開催され、市内の小学生と共に市内各所に水位表示シールの設置や、常

総市の高低差のジオラマが作られました。これらは、今後の水害を知らない世代

に対しても記録として残すことが出来、ロータリークラブの活動の一部を地域社会

に示す役割を果たせたと思います。 

次年度は、当委員会はＩＴ委員会と合併し、よりロータリークラブの活動を地域社会に発信出来ると思います。 
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職業分類委員会  松坂興一委員長 

本年度における当委員会の事業実績についてご報告申し上げます。 

本年度は、２名の入会者がありましたが、いずれも充填分野における入会でありま

した。未充填分野における入会を期待いたしておりましたが、本年度は残念なが

ら叶いませんでした。 

次年度における未充填分野における新入会員の充足を期待しております。 

 

 

出 席 報 告   五木田利明副委員長 

会員総数 出席者数 欠席者数 出席免除 メーク 出席率 

５３名 ３８名 １５名 ０名 ０名 ７１．７０％ 

 

ニコニコボックス  青木英男委員長               入金計 ￥96,000    累計 ￥1,787,100  

誕生祝御礼≪会員≫倉持・青木（英）・細野  各会員 ５月・・登坂会員 

地区大会・移動例会・分区ゴルフと行事が続きました。多くの会員の皆様に参加頂きありがとうございました。

今年度も間もなく終わります。ニコニコ宜しくお願いします。   斎藤会員 

地区大会、御苦労様でした。今年度もあと一か月です。宜しくお願い致します。  北村（英）会員 

５月からたくさんのイベント、事業、行事がありましたが、大変お疲れ様でした。また、本日ネームプレートをジ

ャケットの中に忘れました。  石塚（克）会員 

地区大会お世話になりました。   島田会員 

分区ゴルフ大会参加で特別賞を頂きました。  白井会員 

本日司会を務めさせて頂きます。   荒井会員 

職場見学、楽しかった。  鈴木（邦）会員 

社会奉仕委員会の事業が全て終了しました。ご協力に感謝申し上げます。  秋田会員 

この一年も生き延びてお世話になることが出来ました。   山崎会員 

７委員会の委員長様、ご協力ありがとうございました。   大塚会員 

いよいよ梅雨の季節となって参りました。季節の変わり目、皆様体調には充分お気を付けてお過ごし下さい。 

松坂会員 

斎藤会長、ご苦労様です。  小島会員 

役員の皆様、大変御苦労様でした。   北村（仁）会員 

先週の移動例会とても良い企画でした。また、親睦委員会２０１６－２０１７、１年間大変お世話になりました。

ありがとうございます。   石井会員 

先週は職場見学移動例会に多数のご出席ありがとうございました。   古矢会員 

親睦ゴルフコンペで３位を頂きました。ありがとうございました。   石塚（利）会員 

親睦ゴルフ優勝しました。  雨谷会員 

例会遅くなり申し訳ありません。   大堀会員 

地区大会、職場訪問欠席しました。   大串会員 

例会欠席しました。   染谷（昭）・鯉沼   各会員 

 

会報委員会  亀崎徳彦委員長  福田克比古副委員長  白井 豊委員 


