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例会報告  ＶＯＬ．５５ Ｎｏ． ９（Ｎｏ．2528） ９月１３日（水）晴れ （司会 山牟田 博副委員長） 

 本例会での主な事項 

 ◎会長挨拶                ◎米山委員長及びカウンセラー合同セミナー報告 

   ◎外部卓話 水海道青年会議所理事長山崎哲男様            海老原良夫カウンセラー 

 

ビ ジ タ ー 

米山奨学生  バルガス メサ・シャナットさん               

こんにちは。最近は忙しかったです。今月末から、ヨーロッパで発表があ

るので、準備中です。頑張ります。 

 

水海道青年会議所 理事長  山崎哲男様 

             専務理事  齋藤政博様 

 

報 告     倉持功典幹事 

週報受理クラブ   なし 

例会変更通知 なし 

理事・役員会報告 

１． ５５周年記念事業組織について・・・別紙の通り 

一部訂正・・・記念誌委員会→記念事業委員会、職務内容追記→記念品の選定 

 

２． ＩＭ実行委員長について・・・熊谷 昇会員 

                        ・・・・・・・・・・・・承認されました・・・・・・・・・・・・ 

 

９月２０日（水）、例会終了後に現況報告書製本作業を行いたいと思います。ご協力の程、宜しくお願い申し

上げます。 

 

諸 報 告 

親睦活動委員会   石井康弘委員 

９月９日（土）納涼会の多数のご参加ありがとうございました。 

忘年会を兼ねた５５周年式典、観劇会、ゴルフコンペとまだまだ行事はありますので、宜しくお願い致します。 

 

社会奉仕委員会  染谷正美委員長 

９月１４日（木） ９時３０分より、きぬふれあい公園において常総地区グランドゴルフ大会が開催されます。 

ご参加の程、宜しくお願い申し上げます。 

また、谷和原地区は１０月１７日（火） 絹の台桜公園で開催となります。こちらもご参加の程、宜しくお願い申

し上げます。 

 

会 長 挨 拶   石塚克己会長 

９月第２週の挨拶を申し上げます。米山奨学生のシャナットさん、水海道青年会

議所理事長の山崎さん、専務理事の斎藤さん、ようこそお出でくださいました。 

９日に行われました家族親睦納涼会では、おかげさまで楽しく過ごすことができ

ました。サプライズのオペラアトラクションも大変、好評でした。親睦活動委員会の

皆様に心より感謝申し上げます。また７日、８日と分区内訪問をされました青木清

人ガバナー補佐、セクレタリーの大澤さん、鈴木勝久さん、お疲れさまです。 

 本日は海老原カウンセラーにセミナー報告、山崎理事長から卓話を頂戴いたし
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ます。何卒よろしくお願いいたします。 

会長経験者の集いで松坂さんが「ときには身の回りのこと、くだけた会長挨拶も良いものですよ」と仰ってく

ださいました。 

 そこでとてもうれしい出会いについてお話しします。「ドタキャン者が出たため、何とかお付き合い願えませ

んか・・」８月に大澤さんの紹介で熊やイノシシが出そうな栃木の山奥にゴルフに行きました。コンペメンバー

は東京、埼玉の事業者の人達です。 

前日から万全な熱中症対策をしましたが気温２０度以下の涼しさ、おまけに土砂降り、横殴りの雨。カッパ

を着て、散々のゴルフでした。 

それはそうとしてアルコール抜きの表彰式中、名刺を差し出して挨拶に来られた方がいらっしゃいました。

なんと浦和南ロータリークラブの幹事さんでした。こういう場合、同胞意識というか、とてもうれしいものです。し

かもご丁寧にその後、はがきが届いたのです。宛名が『石井克己様』と間違ってはいたものの、当クラブの石

井さんのイメージがオーバーラップ。さわやかで、なかなか良いものだな・・と思いました。（笑） 

「先日の栃木にてのゴルフでは大変お世話になりました。この素晴らしい出会いもご縁だと思います。あり

がとうございます。また、お会いできる日を楽しみにしております。今後とも、よしろくお願いします。感謝！」 

本日卓話を頂戴します水海道 JC 理事長の山崎さん、専務理事の斎藤さん、どうぞ卒会後もロータリーに入

っていただき、このような出会いを探し続けていきましょう。会員一同、お待ち申し上げますということを強引に

結論付けまして（笑）、会長挨拶といたします。 

 

『米山奨学生世話クラブ・準世話クラブ合同セミナー』出席報告   海老原良夫カウンセラー 

去る 8月 5日(土)午前 10時から午後 3時までつくば市内のつくば山水亭に

おいて、表記の会議が開催され、私は水海道RCクラブ米山カウンセラーとし

て出席してまいりました。 

 午前中は地区役員及び米山学友の講演があり、午後からは分科会に分か

れ、米山カウンセラーとしての様々な役割等についての協議がなされまし

た。 

 当日のセミナーにおいて地区の方針が示され、水海道ロータリークラブが

お世話しているシャナットさんを、準世話クラブとして宛がわれた古河中央ク

ラブに年間 4 回お連れすることとなりました。古河中央クラブの例会開催日は私たちのクラブと同じ水曜日で

あるということ、シャナットさんの学業のスケジュールに支障がでないようにすること、などの課題を調整しつつ、

地区の方針にできる限り添えるように努める所存です。 

更に、例会では米山奨学生の座席を毎月替えて、より多くの会員との触合いの機会を増やすようにとの指

導もありました。当クラブでは、以前この取り組みを試行した経緯があり、その成果もよく検証して今年度の方

針を立てて参ります。 

また、反日感情の強い中国・韓国からの留学生に対する支援に疑問符も投げかけられましたが、保延 G

は米山記念奨学会の本来の意義について説明し、理解を求めておられました。 

 

ところで 9月 9日、当クラブ納涼会が開催されサプライズイベントで日本人青年男女 4人の見事な歌声に

圧倒されました。想像するに彼らは大学で声楽を学んだ者たちでしょう。今でこそホテルのアルバイトで雌伏

の季節を凌いでいるものの、やがて一流の舞台に立ちオペラ歌手として世に出る日を夢見て青春を生きてい

ることなのではないでしょうか。    

若者が夢を追いかけて青春の日々を生きている姿は美しいものです。 

 さて今日は米山奨学生シャナットさんをお迎えしています。筑波大学博士課程で学ぶ彼女は、ご自身の研

究テーマの論文を、4 月には中国での国際会議に招聘され発表して参りました。そして今月はキプロスでの

国際会議でエコデザイン研究論文の発表に出向きます。 

 彼女の夢は学術研究者として身を立てることです。さらに論文を仕上げる作業は、物語を綴る工程にも相
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通ずることから、小説家になりたいという夢も持ち併せています。 

 シャナットさんは学究の成果を積み上げ、やがて世界に羽搏き、その名を地上に轟かせる、そんな日がや

ってくるかもしれません。 

 未来、某日。私たちは大成したシャナットさんの活躍する記事に目を細めながら、『あぁ、この人は、かつて

水海道RCがお世話した米山奨学生であった』という感慨に浸る日が訪れる、やもしれません。 

 私は２０１７～18年度クラブ米山カウンセラーとして寡黙な米山奨学生シャナットさんを支えてまいります。 

 昨年、武藤会員がバングラデッシュからの留学生を、一昨年、熊谷会員がインドネシアからの留学生をお世

話したことを見習ってカウンセラーとしての役目を果たしてまいります。 

 そのことは地区への信頼『水海道クラブへ奨学生を預ければ安心だ。事件事故もなく奨学生をお世話して

くれる』を弥増すことに繋がります。 

 

私たちは、その気になりさえすれば、若者が夢を追いかける青春の日々を支援する立場にも立てるので

す。 

そこで会員の皆様にお願いです。米山月間には、どうぞ気前よく 2 万 5 千円寄付してください。財団法人

米山記念奨学会宛にご寄付いただくことになるわけですが、この目の前のシャナットさんが夢を追いかける

青春の日々を、支援するつもりでご寄付ください。 

どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

外 部 卓 話  水海道青年会議所 理事長山崎哲男様 

一般社団法人水海道青年会議所2017年度37代理事長を務めます、山崎哲男で

ございます。本日はお招きいただきまして、ありがとうございます。 

日頃より、水海道青年会議所の活動へのご理解ご支援を賜りまして、この場をお

借りしまして御礼申し上げます。6月にはわんぱく相撲水海道場所へのご協賛を

賜り、まことにありがとうございました。おかげさまで、34名のわんぱく力士に参加

いただき、立浪部屋からお相撲さんをお招きしまして、子供たちに国技である相

撲に触れ合う機会を作ることができました。 

ロータリークラブ様には、以前父もお世話になりまして、私も大変お世話になりまし

た。 

この場に来させていただくのは、少なくともこれが 4回目です。3回目は一昨年の石塚徹理事長のかばん持

ちとして来させていただきました。2回目と1回目は、ロータリークラブの 2820地区の交換プログラムで 1か月

間ロサンゼルスにホームステイさせていただいたときに、出発前と帰国後の報告で 2回、来させていただいて

おります。 

今思い返しても、あの交換プログラムはとても印象に残る 1か月でした。1週間ごとに 4つのお宅にステイさ

せていただきましたが、どのお宅も豪邸で、プールがあったり、スタインウエイのピアノがあったり、クルーザ

ーがあったりという感じで、いろいろなロータリークラブに表敬訪問させていただくほかは、毎日、遊園地いっ

たりディズニーランドにいったり、プールで遊んだり、と充実しすぎるくらいの体験でした。ミーティングが終わ

って帰りには長いリムジンがお迎えにくる、なんてこともありました。 

LA5という、メンバーが500名くらいいる大きなロータリークラブの会合に参加させていただきましたが、当時、

野茂英雄投手がロサンゼルスドジャースに所属しているときでした。その時のゲストが、日本でも有名なトミ

ー・ラソーダ監督でした。監督のお話の中では、できるかできないかの違いは、その人の決心があるかどうか

にかかっている、と話されていたことが印象に残っています。 

ビバリーヒルズにステイさせていただいていた時、日曜日にポロの試合やっているから見に行こうといわれま

した。ポロは馬に乗ってやるサッカーみたいなスポーツです。会場にいったらなんかざわついていたので、

何かと思ったら、ロナルド・レーガン元大統領がいらっしゃいました。 
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もともと小さいころから海外に興味があったのですが、あの一か月の体験があって、もっと見てみたいという確

信が生まれまして、ラソーダ監督の言葉を胸に秘めて、大学の交換プログラムに挑戦して、1年間奨学生とし

て、アメリカのモンタナ州の大学に行かせていただきました。そのような経験もすべてつながって、今日、こち

らでお話をさせていただく機会をいただいていることにはご縁を感じずにはおれません。 

RYLAプログラムであすなろの里でご一緒させていただいたメンバーとは、今でも年賀状でやり取りしており

ますし、妹がホームステイでお世話になったオーストラリアのツウンバにも行かせていただきました。国際奉

仕の事業では何度も交換学生をスキー連れていくのにアテンドをさせていただき、ガバナーと一緒に日光東

照宮にアテンドさせていただくという経験もさせていただきました。 

 

青年会議所には、業種別部会というものがあります。私は、石材部会というところにも所属させていただいて

おりまして、今年は水海道青年会議所の理事長をさせていただく一方で、この石材部会の財政委員もさせて

いただいております。これは、日本各地の青年会議所メンバーの特定の業種にかかわるメンバーによって組

織されておりまして、各地の JCと同じように会議を行い、事業を行っております。同世代の同業種の仲間と利

害関係なく、JC の理念に基づいて活動をおこなっているもので、地元での青年会議所活動とはまた違う形で、

大変な刺激をいただいています。来月には海外研修として、上海の福寿園という大変大きな個性的な霊園が

あるのですが、そちらの視察に行かせていただきます。 

ほかにも、木材部会、ファッション部会、フードサービス部会など 36の業種別部会がそれぞれ事業活動を行

っております。JC活動をやりますと、会議の仕方と合わせて、組織づくりも学んでいきます。一般社団法人日

本石材産業協会という日本最大の業界団体がありますが、こちらの立ち上げに中心的役割を果たしたのは、

石材部会の先輩方だと聞いております。 

 

今年は茨城ブロックでの活動で、地域の宝を発掘する事業が行われました。国が推進する RESAS というビッ

クデータを自由に活用できるシステムがありまして、データに基づいたまちづくりについて学びました。

RESASでは常総市の将来の人口などもすぐに出てくるのですが、これを見ますと、今後は毎年 1％ずつ人口

が減ってくることがわかります。これからいろいろな地域での活動をやっていくにあたりましては、今まで以上

に、各組織の強みと強みを組み合わせてシナジーを発揮する連携が重要になってくると思います。ロータリ

ークラブとの事例としては、水戸ロータリークラブと水戸青年会議所は災害協定を結んでいるそうです。冒頭

お話させていただきました、わんぱく相撲については、水海道ロータリークラブのご支援があって一緒にやら

せていただいている事業ということでこれも連携のひとつだと思います。 

11月には国土交通省と連携した事業を計画しているところです。こちらでも多様な連携を組んで、より価値の

ある事業にしていきたいと考えています。結びになりますが、これからも水海道ロータリークラブ様とは様々な

場面で価値を共有させていただき、水海道青年会議所に対しまして、引き続きご指導ご鞭撻をお願い申し上

げます。本日は、ありがとうございました。 

 

出 席 報 告   青木英男委員 

会員総数 出席者数 欠席者数 出席免除 メーク 出席率 

５２名 ３３名 １９名 ０名 ２名 ６７．３１％ 

 

ニコニコボックス  前島 聡副委員長                入金計 ￥45,000    累計 ￥478,000  

納涼会ではお世話になりました。親睦活動委員会の皆様、ありがとうございます。水海道ＪＣの山崎さん 本日、

卓話よろしくお願い致します。   石塚（克）会員 

親睦委員会の皆さん、納涼会では素晴らしい企画ありがとうございました。   倉持会員 

週報（納涼会）に写真が載りました。  松坂会員 

納涼会大変楽しかった。特にサプライズは良かった。   鈴木（邦）会員 
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納涼会お世話になりました。楽しかったです！休みが続きました。  北村（仁）会員 

海老原会員、米山奨学会委員長及びカウンセラー合同セミナー報告お世話になります。そして奨学生シャ

ナットさんを引き続き宜しく。また、会員の皆様、シャナットさんを宜しくお願い致します。  島田会員 

先日の納涼会はとても良かったです。ありがとうございました。  染谷（昭）会員 

親睦委員会の皆さん、納涼会お疲れ様でした。オペラ、もう少し聞きたかったです。 北村（英）会員 

納涼会ありがとうございました。   小島会員 

納涼会楽しみました。親睦委員会の企画に感謝。海老原会員卓話ご苦労様です。  斎藤会員 

納涼会、最高でした。   青木（清）会員 

納涼会、米山奨学生がお世話になりました。   海老原会員 

納涼会ご苦労様でした。大変楽しかったです。  熊谷会員 

親睦委員会の皆様、納涼会お世話になりました。サプライズもあり、楽しい時を過ごさせて頂きました。 

                                           松崎会員 

石塚委員長、鯉沼委員をはじめとする、親睦委員会の皆様、大変お世話になりました。明治神宮を眺める素

晴らしいビュー、サプライズ企画、大変良かったです！！  青木（英）会員 

納涼会楽しかったです。  雨谷会員 

先日は、親睦納涼会お世話になりました。少々飲みすぎました。   古矢会員 

納涼会皆様のお蔭をもちまして無事終了することが出来ました。本当にありがとうございました。また、今後も

まだ楽しい企画が盛りだくさんです。何卒宜しくお願い致します。  石井会員 

海老原さん、山崎理事長卓話宜しくお願いします。一緒に来た齋藤専務、ＪＣ卒業後ロータリーに入会したい

と聞いています。時間があれば一言お願いします。    前島会員 

早退します。   鈴木（茂）・田上  各会員 

納涼会欠席してすみません。   染谷（秀）会員 

納涼会欠席しました。    大串・白井  各会員 

例会欠席しました。  染谷（正）会員 

 

会報委員会  福田克比古委員長  荒井孝典副委員長  内村尚史委員 

 

 


