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例会報告  ＶＯＬ．５５ Ｎｏ．１０（Ｎｏ．2529） ９月２０日（水）曇り （司会 大塚令昌委員長） 

 本例会での主な事項 

 ◎会長挨拶             ◎会員卓話  松村仁寿会員・島田 勝会員 

                  

 

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 

 

会 長 挨 拶   石塚克己会長 

９月第３週の挨拶を申し上げます。 

本日は会長経験者の島田さん、松村さんに卓話を頂戴します。熱心で強い

入会のお誘いをしてくれた松村さん、逆らった私に当時、寛容な気持ちで接し

てくれた島田さんに感謝しています。何卒よろしくお願いいたします。  

先週の１５日（金）、会長幹事、会長エレクト、青木清人ガバナー補佐、熊谷

実行委員長の５名で IM について大筋の打ち合わせをしました。１０月には熊

谷さんより実行委員会組織が発表されます。 

また１４日（木）きぬふれあい公園にて水海道ロータリークラブ杯・グランドゴルフ大会が開催されました。当

クラブから６名が参集しました。 

ところで２４ホールプレーの中でホールインワン何回出たと思われますか。 何と３０回、記録しました。優勝

者の７０歳代の男性、８０歳代の女性ともにホールインワンを出しています。閉会式前に大会役員との会話を

とおして、判明したこと、考えさせられたことがありましたので報告します。 

 

★きぬふれあい公園はかつて公認コースで県内外、都内からも４００名を超える愛好者が参集していたとのこ

と。常総市から５年間で５０，０００円の助成金を頂き、コース公認の申請や更新に充当していたが、財政不

足から打ち切られ、しばらくは会長のポケットマネーで維持していた。しかし関東豪雨災害以降、うやむや

になり、ただのコースになってしまった。それでも今年、常総市が乗用タイプの芝刈りマシーンを購入してく

れ、とても感謝しているとのこと。 

★大会役員運営者も会場の草刈りやメンテナンスに汗労働の点できついとのこと。 

★５０メートルを１打で転がせることがポイントとのこと。（多分、ゴルフで５００ヤードロングホールを３打イーグ

ルで上がることを考えた場合、その意味がうなずける。） 

★ホールインワンホールを指定すると、なかなか達成できなく、今回のようにオールホールにすると、出やす

いとのこと。（ゴルフでもドラゴンホールで力んで、フェアウエイを外す、OBなど、共通である。） 

★１５年続いている水海道ロータリークラブ杯も愛好者にすっかり定着し、男子の優勝カップ、女子の優勝盾、

賞状や賞品をもらうことが自慢でもあり、皆、楽しみにしているとのこと。 

 

水海道ロータリークラブからの協賛金は５０，０００円。５２名の会員数で割れば、年会費の中から１，０００円

未満の拠出になりましょうか。グランドゴルフ愛好者に喜びや元気を与え、ひとつの社会奉仕となっていること

を実感しました。 

以上挨拶といたします。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

時間が余りましたので、大阪国際大会参加の思い出を話してみたいと思います。親睦という面で、いろいろな

発見がありました。新幹線車内からスタートし、２班に分かれての京風料理舌づつみ、その後の晩さん会で終

わらず、京都の料理店で会員ご家族での大宴会。メンバーの飲みっぷりとタフネスに心底、驚くとともに親し

みを感じ、入会６年目の私にとりましても実に楽しい２日間でした。来年、島田米山委員長のお話のように米
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山記念館研修視察旅行が企画されます。どうぞ、できるだけ多くの会員の皆様が参加されることを期待して

います。 

 

会 員 卓 話  ロータリークラブから学んだ事、教えられた事 

松村仁寿会員 

皆様こんにちは。プログラム委員長より「ロータリークラブから学んだ事、教えら

れた事、また何かありましたらお話をお願いします」と言われまして、思い出や

エピソードはたくさんあり過ぎて何を話してよいのか迷ってしまいましたので、教

えられた事、感じたことを話したいと思います。 

ロータリアンは千差万別、わがままな人達の集まり。だからこそ楽しいのです、

その中で自分自身はどのように泳いで行けばいいのか、何を悟ればいいのか、

何が自分を大きくしてくれるのか、自分の場合は人としての心の大きさを教えて

頂いたことで今の自分があるのかなと思います。 

その方の生き方、行動、仕事何を取っても追い越せない、そんな人もいるんです、メンバーの中には、皆さ

ん！ 

四角の角を削って丸くするのは誰でも簡単に出来ますよね。けど、四角の角を削るのではなく肉を付けて丸

くするそんな人間になりたいと思います。 

最後に第２８２０地区の中でも、評価の高い水海道クラブは、本当にバランスの取れたそしてロータリーへの

取り組み方も。 

皆様が一丸となって、協力体制が出来る素晴らしいクラブであり、違いの分かる大人のクラブだと思います。 

このようなクラブに籍を置くことができ、本当に幸せ者だと思っております。 

 

島田 勝会員 

今回プログラム委員長さんからロータリーの思い出、またはロータリーを振返っ

てと言う事で卓話をするように依頼されたと思ったのですが、表題は「ロータリー

クラブから学んだ事・教えられた事」という事で、ちょっと外れるかもしれません

が、ご了解いただきたいと思います。 

また、何分口下手のため話がまとまりませんが、責任を果たしたいと思います。

まお、過去の事でもあり記憶違いがあると思いますがご了承ください。 

それでは幾つかのロータリーの活動を通して学んだ事、教えられた事を話した

いと思います。 

１つは、２００１－２００２の小島会長年度、創立以来初のガバナーとして北村 仁会員が選出された時の事で

した。その中で微力ながら事務所スタッフの一員として参加させて頂き、事務所開設の準備、そして地区大

会を含め各事業の準備を本番迄の長い期間、連日と言ってもいいくらい会議等が続き大変忙しいロータリー

でした。しかし、この中でいろいろな貴重な経験と勉強をさせて頂いたことが今の私に繋がっていると思いま

す。 

２つ目として、２００３－２００４ 私が会長時、凡そ５万人と言うロータリアン及び家族が集まり、四半世紀振りに

日本で開催された大阪国際大会への参加でした。地区からは会員数の２０％の登録が要請され前日と当日

の２日間出席し、奥様を含め２４名で参加をしました。参加者の都合で１泊２日のため、前夜祭と当日の大会

のセレモニーへの参加でしたが、開始時間が大変遅れたためにセレモニーに参加することが出来ず残念で

したが、会場の雰囲気も少々なりとも味わえ、感動したことを今も思い出されます。この時、石塚会長さんが国

際奉仕委員長で担当され、チケットの手配及びスケジュールの作成等全ての準備をしてくれました。大変感

謝していますし、素晴らしい体験をさせて頂きました。 

３つ目は、私の会長年度１００周年の記念事業として、地区補助金を使い高齢者への健全なスポーツである

グランドゴルフを応援すると共に、地域へのＰＲを兼ねグランドゴルフ大会を水海道と谷和原で開催する事と
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し、多くの参加者の下成功裡に終了したことでした。そして現在もこの事業が続いており、目的も充分達成で

きていることを思うと感慨深い思いがします。 

４つ目は、２００７－２００８大串会長年度に実施した、創立４５周年事業で図らずも実行委員長の大役を仰せ

つかったことです。 

実行委員会を編成し、会長の方針では質素にとの事でしたので、ロータリアンの家族の皆さんと一緒での楽

しい４５周年の会を実施できたことです。 

５つ目は、２０１２－２０１３青木正弘会長年度、５月２６日ホテルグランド東雲にて開催した創立５０周年式典で

す。５０年と言う大きな節目に参加出来たことでした。実行委員長を務められた鈴木 豊会員が病中、全身全

霊を傾けて努められ成功裡に終了したことがすごいことだったなと感動しました。 

この事業における鈴木 豊さんの実行委員長としての責任感。そしてロータリーへの厚い情熱が伝わりました。

挨拶からは、ロータリアンに対して何か大切なメッセージを残していったように感じられました。しかし、８月１９

日帰らぬ人となったことが大変ショックで、残念でなりませんでした。 

６つ目は、私の会長年度で現況報告書を手作りで作成したことでした。事務局の和久さんの協力で資料の収

集、編集等の準備をして頂けるとのことで、手作りしようと言う事になり、瀬戸会員の事務所で夜遅くまで資料

を印刷し、瀬戸会員に食事をご馳走になり秋田幹事と二人で作業をしたことを記憶しています。やってみれ

ば何とかなるという事が学んだ事であり、そして今の自分では無理だなと実感しています。 

７つ目は、２００６－２００７ 松村会長年度に実施した講演会のことです。多くの少年少女の非行に向き合い

更生のために活動した「夜回り先生こと水谷 修先生」の講演会を石下の地域交流センターで開催しました。

その時、多くの観客を予定しており人集めのためメンバー何人かでグループを作り、市内の学校に行き事業

の主旨を説明し参加要請に行きました。２月開催のため寒風の吹く寒い中での準備等で大変な思いをしたこ

とを記憶しています。 

しかし、この事業を通じて何事も会員が一致団結して事に当たれば、このような大きな事業も良い結果がつ

いてくるのだと改めて教えられました。 

８つ目として、２０１５－２０１６ 海老原会長年度において、関東・東北豪雨で常総市鬼怒川の堤防の決壊に

よる水害の事です。会長を始め多くの会員が被災した訳ですが、当クラブを始めとして全国のロータリアンか

らのお見舞いとご心配、そして激励の言葉を頂き、大変勇気付けられた事でした。そして、ロータリーと言う組

織の素晴らしさを改めて感じられました。 

今回の卓話で最初に考え始めたのが、ロータリーの思い出だったので表題からは少々ずれた部分もあった

かも知れません。 

ロータリーに私が入る前の友好関係は同級生、同業者関係、町内会活動でのつながり、またＪＣに入会してか

らはＪＣでの交流、４０歳で卒業してからはＪＣＯＢとしての交流等がありました。 

しかし、ロータリーに入会し様々な職業の人達として、年齢を隔てた多くの会員の皆さんとお付き合いをさせ

て頂きました。様々な経験はロータリーに入っていたからこそ学べたことであり、そして教えられた事でした。

今の私の財産となっています。そして出発点となった入会のきっかけと橋渡しをしてくれました、長塚会員さ

んそして亡き五木田祐八郎さん、鈴木 健先生等皆さんに感謝しなくてはと改めて思いました。 

そして、最後に３０数年のロータリーの中で、私だけが感じているのかもしれませんが、特に当クラブで感じた

ことは現在も新しい会員また若い会員は先輩を尊敬し、そして先輩の方々は相談にのってくれたり、適切な

アドバイスをしてくれるという事が当クラブの伝統であり、このことが若い会員が伸び伸びと活動していける原

動力になっているのではと思います。 

以上思いつくままに３０数年を振り返り、幾つかの思い出、また学んだ事を述べさせて頂きました。 

ここで、米山委員会よりお願いをしたいと思います。 

１． １０月は米山月間となります。大変恐縮ですが、今年度も特別寄付１人２０,０００円をお願いしたいと思い

ます。１０月の第１週目から集めさせて頂きますので、宜しくお願い致します。 

２． 米山の歴史及び理解を深めて頂くため米山記念館への研修旅行を実施したいと思います。年内は公式

訪問、５５周年と忘年会、２月には青木清人ガバナー補佐が主催するＩＭのため、それ以降に実施したい
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と思います。内容が決まり次第改めてご案内を致しますので、是非多くの参加の程、宜しくお願い致しま

す。 

 

出 席 報 告   五木田利明委員長 

会員総数 出席者数 欠席者数 出席免除 メーク 出席率 

５２名 ３４名 １８名 ０名 ８名 ８０．７７％ 

 

ニコニコボックス  前島 聡副委員長                入金計 ￥28,000    累計 ￥506,000  

パスト会長の島田さん、松村さん、本日卓話よろしくお願いいたします。  石塚（克）会員 

島田さん、松村さん、本日卓話よろしくお願いします。  倉持会員 

現況報告の製本、手伝うことが出来ません。申し訳ありません。  染谷（秀）会員 

島田会員、松村会員の卓話楽しみです。   青木（清）会員 

島田会員、松村会員、卓話楽しみにしています。  大串会員 

島田さん、松村さん、卓話宜しくお願いします。  前島会員 

本日よりお彼岸です。  瀬戸会員 

本日早退します。また例会欠席しました。   五木田（裕）会員 

先週休みました。   武藤会員 

例会欠席しました。   福田・大塚・亀崎・内村・大堀・二本松  各会員 

 

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 

 

 

平成２９年９月２０日（水） 例会場に於いて 
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ご協力、ありがとうございました。 


