
６月はロータリー親睦活動月間 

1 

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２８日 さよなら例会 於：糀屋 

        ７月 ５日 新年度会長方針 他 

 

 

ＶＯＬ．５４ Ｎｏ．３７（通算Ｎｏ．2519） 

 

２０１７年 ６月２１日（水） 例会プログラム 

点 鐘 

ロータリーソング 

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 

会長・幹事一年間の報告 

 

                                      

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/ 
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例会報告  ＶＯＬ．５４ Ｎｏ．３６（Ｎｏ．2518） ６月１４日（水）曇り （司会 瀬戸隆海委員長） 

 本例会での主な事項 

 ◎会長挨拶    ◎委員会事業実績報告 

      

 

ビ ジ タ ー 

米山奨学生  バルガス メサ・シャナットさん 

今日は、国際会議で論文を発表するために中国へ行ってきました。

様々な国の研究者と話をしたり、面白い発表を聞いたりして、本当に

よかったと思います。次に、私の博士の研究についての論文は、9 月

にヨーロッパで発表される予定があります。そして、私の遺伝子組み

換え食品の商業の論文は,科学ジャーナルに掲載したばかりだから、

本当にうれしくになりました。私は皆さんのおかげで勉強してできるか

ら今回も頑張ります。ありがとうございます。 

 

誕 生 祝 

 

≪会員≫二本松恭行会員 

 

諸 報 告 

次年度理事・役員会報告  倉持功典次年度幹事 

２０１７－２０１８年度の予算案をお配りしました。繰越金が確定しましたら再度お配り致します。 

 

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 

さよなら例会・・・・６月２８日（水） 午後６時より 糀屋 

理事・役員会報告・・・・議案なし 

 

会 長 挨 拶   斎藤広巳会長 

ロータリーの友 5月号に「パズル deロータリー」（2月号）の答えが出ていま

した。2月号の答えは「ながいずみ」でした。 

長泉とは、日本のロータリー創設者であり、東京ロータリークラブ初代会長の

米山梅吉が幼少期を過ごした静岡県東部に位置する村の名前です（現在は長

泉町）。 

梅吉は、1868年に江戸・芝、田村町で生まれました。諸説ありますが、現在で

いうと港区新橋4～6丁目あたりのようです。梅吉が4歳の時に、父・和田竹造が

亡くなり、母の故郷、静岡県三島に母とともに移り住みました。 

 神童と言われた梅吉は、長泉の小学校を卒業すると、将来を嘱望され沼津中学に進学、16歳の時、単身上



６月はロータリー親睦活動月間 

3 

京し、働きながら勉強をつづけました。そして長泉で 400年以上続く旧家、米山家に請われて養嗣子として入籍

後、アメリカに渡りました。 

 8年間の留学を終え帰国すると、縁あって三井銀行に入行。後に三井銀行常務取締役、続いて三井信託株

式会社を創立、初代社長に就任しました。実業家として活躍する一方、社会的・文化的事業への支援も積極的

に進めました。また、長泉村に図書館を建てて図書 1,000冊とともに寄贈するなど、自らの信念に基づいた社会

奉仕活動を生涯を通して続け、1946年に長泉村の別邸で逝去しました。 

ちなみに、ロータリーの創立者ポール・ハリスは 1868年4月19日生まれで米山梅吉と同じ年。これも何かの

縁でしょうか。 

こんな記事でした。記念館に行った事のある方は、よくご存知とは思いますが、米山奨学会と米山寄付しか知

らない私には、この記事で少しだけ米山梅吉の生い立ちを知った気がします。 

現在、長泉には米山梅吉記念館があり、梅吉の遺品やロータリー関連の資料が展示されています。 

 

２０１６－２０１７年度 事業実績報告    

会員選考委員会  島田 勝委員長 

本年度の当委員会における実績報告を致します。後期において１名の推薦

があり、年度初めの計画における会員選考基準の観点から選考に努め、適

格者である旨理事会に報告承認されました。 

大堀和久会員 

 

 

 

 

Ｒ情報委員会  熊谷 昇委員長 

当委員会の目的は会員に対するロータリー情報の周知とロータリーに対する正

しい理解を進めていくことにあります。事務局のご協力もありいろんな情報を週

報に掲載いただき会員の皆様にご紹介をしております。 

また、前年度は水害のため開催できなかった入会５年未満の方を対象にしたイ

ンフォーマル・ミーティングをＨ２８．１０．２６日に開催いたしました。 

ＲＩ規定審議会の定款変更の改定に合わせ当クラブの定款と細則についての

理解を深めました。クラブ内では、定款変更についてのプロジェクト委員会に参

加しクラブの対応について協議を進め会員の皆様にご報告した通りです。 

次に第 2820地区情報委員会には北村幹事が地区委員として参加いただきました。 

以前会員の皆様にご協力いただいた会員満足度調査アンケートの内容については、地区発行のマンスリー

に掲載されていますのでご一読ご確認いただければと思います。 

以上、簡単ですが、ロータリー情報委員会の活動報告とさせていただきます。 

 

出席委員会  武藤康之委員長 

例会のお弁当の発注先に関しては、地元に根付いておいしい食事の提供に努

力している業者の方を中心にお願いして参りました。皆さん、いかがだったでし

ょうか？ただ、例会場まで運んでもらって中身が充実している弁当を１,０００円と

いう価格が妥当かどうかは再検討の余地があると思います。 

また、出席委員会という名前の通り、例会の出席率の向上はロータリークラブの

一番の命題ではありますが、当クラブにおいては残念ながら、ここ数年出席率

は低下傾向にあります。何かと少しずつでも改善できるよう工夫と努力を重ねる

事を次年度への引き継ぎ事項として、今年度の報告と致します。 
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クラブ管理運営委員会  大塚令昌委員長 

今年度のクラブ管理運営委員長としては、ミーティングも出来ずに終わりました

が、各委員長始め委員の皆様のご協力にて各々の委員会行事が進まれたこと

感謝に堪えません。しかしながら、委員長として心に思いながら出来なかったこ

とが反省しているところでございます。 

 

 

 

ＩＴ委員会  五木田裕一委員長 

事業実績報告 

ＩＴ委員会は、石塚次年度会長のご協力を得ながら、現在運用している当クラ

ブホームページを更新し、情報を発信することが主な事業となりました。 

「マイロータリー」につきましては、誠に遺憾ながら会員の半数の登録を目指す

という当初の目標には届かず微増という結果に終わりましたこと、深くお詫び申

し上げます。登録作業につきましては若年層の会員を中心に様々な面からサ

ポートが可能か模索しましたが、やはり会員各位が管理するＰＣを使用することがネックとなってしまいました。

よってマイロータリー登録会員数の増加につきましては、次年度以降につなげたいと思います。 

 

ＳＡＡ委員会  大澤 清副委員長 

大澤副委員長、前島委員、石井親睦委員長、瀬戸プログラム委員長のおかげで、

一年間何とか例会の運営を、少しでも「秩序正しく、厳正に」できたことに、感謝い

たします。 

 年初にまず、プログラム委員長と親睦委員長を交え、簡単な意思疎通の確認の

場を設けたことと、LINE のグループ登録で、出欠の連絡を密に取り合ったことが、

委員会活動をスムーズに行えた要因だと思います。 

 SAA 委員会の職務分掌については、前任の委員長を通じて色々と教わってき

たつもりでしたが、まだまだ不備で、不行き届きな所が沢山あったと思います。ご迷惑をおかけした方には、

この場をおかりして、深くお詫び申し上げます。 

 さて次年度の委員長ですが、大澤さんにバトンタッチでき、大変心強いです。今年の委員長の足りなかった

所を、大いにカバーしていただけること、間違いありません。皆さんご期待ください。 

肝心の、ニコニコについてですが、今年の目標を何とか達成できそうです。これも、ロータリメンバーの沢

山の皆様のお蔭だと心から感謝いたします。 

 来年も、とても喜ばしいこと、素敵なことがあった時は、ニコニコを通じて、他のメンバーに、どんどんその思

いを伝えて欲しいと思います。 

最後になりましたが、ロータリーニューイヤーが素晴らしき年になることを願いつつ、一年間のご報告とさせて

いただきます。皆さん本当に、ありがとうございました。 

 

会報委員会  亀崎徳彦委員長 

事業実績報告書 

今年1年間の会報委員会は、副委員長に福田会員と委員の白井会員と委員長

の亀崎徳彦の3名でこれから報告する事業実績で努めさせて頂きました。 

1.週報の発刊にあたり例会記録保存と会員の皆様に正確な情報発信を行い、

会員相互の調整を図ると共に他クラブへ情報提供も進めて参りました。 

2.各委員会と連携を蜜にし、活動状況の報告で次回の例会プログラムを予知し

出席率を高められる事に繋げられました。 
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3.紙面の校正については、皆様からの関心を頂ける様例会の風景写真などを創意工夫を図り掲載致しまし

た。 

4.会員とクラブを繋ぐ唯一の情報手段としての役割を果たしました。 

1年間お世話になりました和久さんに御礼を申し上げ実績報告と致します。 

 

社会奉仕委員会  秋田政夫委員長 

事業実績報告 

１．グランドゴルフ大会開催（１３年間の継続事業） 

  平成２８年９月１５日  常総市大会（水海道総合体育館） 

  平成２８年１０月１８日 つくばみらい市谷和原大会（絹の台さくら公園） 

目的：ロータリーの公共性アップを図ること。 

 

２．常総市との共同開催事業「水害から学ぶ歴史教育事業」開催 

（１）開催期間：平成２８年１１月～平成２９年５月（4回開催） 

（２）開催担当：常総市教育委員会生涯学習課 

        水海道ロータリークラブ社会奉仕委員会 青少年奉仕委員会 

（３）目 的 ：常総市における過去の水害状況、歴史的背景、地理的条件、 

        治水の歴史、先人たちの知恵学び地域社会に伝承すること。 

（４）事業費 ：当初予算（1,600,000円、うち地区補助金 214,000円） 

          決算（1,212,546円） 

（５）参加者 ：市内小学 5年生生（一般応募）当初予定人数 40名 

         実施参加小学生人数 20名（総参加人数 80名） 

         常総市職員 4名  （総参加人数 16名） 

         ロータリークラブ会員 

（６）教育事業内容 

①歴史上の常総市水害状況写真パネルを作成し、公共施設ロビーに展示し、広く広報

活動を行う。 

②参加小学生を対象に市に寄贈したドローンにより操作を体験し、歴史遺産の見学と地

形を学ぶ。 

            ③参加小学生と共に平成 27 年関東、東北豪雨による水没、被害を受けた各施設、一般

住宅等に水位シールを貼らせていただき、今後の防災対策、歴史的伝承を図る。 

            ④参加小学生により、常総市の地形の高低差を学ぶ教材、ジオラマ製作を行い、歴史的

な地形の変遷を学び、今後このジオラマを公共施設に展示し、また、これらの事業を

映像化し市民への広報活動を行うことになる。 

 

国際奉仕委員会  荒井孝典委員長 

当委員会では、当初の計画通り今年度もオーストラリアのツウンバＲＣとの交換

学生の事業を中心に活動し、国際交流、親善を図りました。前年度は水害のた

め、ツウンバＲＣからの交換学生の受け入れができませんでしたが、今年度は１

月の受け入れも行うことができました。 

具体的な活動内容としては、 

１．昨年 8月 6日～8月 14日までの期間、３名の交換学生をツウンバＲＣへ派

遣しました。後日大変貴重な体験をした旨の報告を受けました。 

２．今年1月7日～1月15日までの期間、ツウンバＲＣからの３名の交換学生を受け入れました。３名は新年

会にも参加し、会員の皆様と交流をはかることができました。年末年始で忙しい中、ホストファミリーとしてご協
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力いただきました北村英明会員、石井康弘会員、五木田利明会員とそのご家族には心より感謝申し上げま

す。また、一緒に同行したり、ご協力いただいた会員の皆様にも心より感謝申し上げます。 

３．2820 地区国際奉仕委員会で行われる海外奉仕プロジェクトへの協賛として、タイ・フィリピンへの支援を

行いました。 

委員の皆様、会員の皆様のご協力に感謝申し上げ、事業報告と致します。 

 

青少年奉仕委員会  登坂 寛委員長 

１．社会奉仕委員会と共同で常総市復興計画事業の一環として「水害から学ぶ」     

歴史教育事業への参加、協力を行いました。その模様を茨城新聞のロータリー情

報館に投稿し、掲載されました。 

２．ライラセミナーへ会員企業より社員３名の参加をいただき、例会において報告

していただきました。 

３．ガールスカウト総会に参加し育成金を贈呈いたしました。 

 

プログラム委員会  瀬戸隆海委員長 

一年間の例会プログラムを担当し、会員に対して情報の共有が出来たかについて

は、不安が残るものでありますが、常に会員に対して楽しい例会になるようには心

がけてきたつもりであります。しかし、当初お願いしていた方には、時間の都合が

つかず、お越しになれない方もおられ、残念でありました。 

 意外に出席率がよかったのは、金原亭馬生師匠に来ていただいた落語例会が、

一番出席率が良くて、尚且つ親睦の成果があり、ある意味夜の例会も効果がある

のかと認識させられました。 

 プログラム委員会として例会内容のモットーは、楽しく充実したロータリークラブらしい内容が一番理想なの

かと思いつつ、親睦に偏りすぎるのも如何なものかと提言し、報告といたします。 

 

出 席 報 告   武藤康之委員長 

会員総数 出席者数 欠席者数 出席免除 メーク 出席率 

５３名 ３２名 ２１名 ０名 ２名 ６４．１５％ 

 

ニコニコボックス  大澤 清副委員長               入金計 ￥38,000    累計 ￥1,825,100  

誕生祝御礼≪会員≫二本松会員 

もう少しです。皆様ニコニコももう少しです。宜しくお願いします。   斎藤会員 

父の日、早めに長男・長女からお礼の言葉がありました。嬉しかったです。   北村（英）会員 

本日、新旧委員長会議宜しくお願い致します。「時よ止まれ」の心境ですが・・・・。  石塚（克）会員 

世界大会に行ってきました。  瀬戸会員 

ロータリー在籍４０年以上会員並びに長寿会員として地区表彰を受けました。   鈴木（邦）会員 

いたずらに馬齢を重ねるのみですが、はからずも表彰をいただきまして。   山崎会員 

５ｋｇ絞れました。ゴルフは全く飛ばなくなりました。  青木（清）会員 

先週欠席しました。   熊谷・松崎  各会員 

例会欠席しました。  大澤会員 

休みが続きました。   武藤会員 

例会欠席しました。（親睦ゴルフの時に）   鈴木（旦）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 


