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2018-2019 年度 RI 会長 バリー・ラシン 

 

例会予定  ７月２５日 地区研究会報告 

        ８月 １日  

 

VOL.５６  Ｎｏ． ３ （通算Ｎｏ．2561） 

 

２０１８年７月１８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 

ＳＡＡ報 告 

諸 報 告 

幹 事 報 告 

会 長 挨 拶 

三枝ガバナー補佐挨拶 

2018-2019 年度事業計画発表 

 

２０１８－２０１９年度    会  長  染 谷 秀 雄    幹  事  古 矢  満 

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 3 階                        釜久ビル 3 階 

毎週 水曜日 12：30～13：30 ☎0297-22-1251    ℡ 0297-30-0875    Fax 0297-30-0876 

                                  Email mitsu-rc@lapis.plala.or.jp 

                                             URL http://www.mitsukaido~rc.jp/ 

水海道ロータリークラブ 

mailto:mitsu-rc@lapis.plala.or.jp
http://www.mitsukaido%7Erc.jp/
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例会報告    VOL.５６  No.  ２(No.2560)   7 月１１日(水) 晴れ (司会 鈴木勝久委員長) 

  本例会での主な事項 

◎会長挨拶            ◎2018-2019 年度事業計画発表 

 

ビ ジ タ ー 

米山奨学生 バルガス メサ・シャナットさん 

皆さん、こんにちは。暑いので体調に気を付けてください。

今月も論文を書いたり、夏休みに教授のアシスタントをした

り研究のアシスタントで忙しいです。 

 

表 彰  

２０１７－２０１８年度地区大会 

         

長寿会員   鈴木邦彦会員      山崎善市会員 

               

在籍４０年以上    北村  仁会員     鈴木邦彦会員    長塚 暁会員 

              

３５年１００%出席    小島富雄会員 

 

 



3 
 

諸 報 告  

雑誌委員会  島田 勝委員長 

ロータリーの友７月号の紹介 

本年度雑誌委員会を担当することになりました。本年度はロータリーの友の紹介は委員が交代でしますの

で宜しくお願い致します。 

まず初めに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、

国内のロータリーの情報や会員相互の意見の交換等、国内外の情報が掲載されておりロータリアンの情報

発信の場となっていますが、なかなか読まれていないように思います。 

まず、３ページにロータリーの友委員会委員長が任期満了に伴い名古屋東南ＲＣの片山主水氏が就任さ

れたという記事、さらにロータリーの友に関する記事が掲載されています。 

ところで先月の情報委員会のインフォーマルミーティングに於いてロータリーとは何ですか、また何をする

会ですかと聞かれたときどのような説明をしますかという話がありました。 

そこで、６ページの「ロータリーとは」を是非読んで頂ければロータリアンとしての意識も更に高まり、今迄と

は違ったロータリーについての説明もわかり易くできるのではと思います。 

次に７ページに今月の特集として２０１８－２０１９年度バリー・ラシンＲＩ会長のメッセージ「インスピレーション

になろう」が掲載されています。その他ＲＩ会長の人となり等、是非読んで頂きたいと思います。 

２２ページから２０１８－２０１９年度各地区のガバナーの横顔を紹介しています。 

この外に特集として８９ページに音楽教育は人間教育ということで活水女子大学音楽学部特別専任教授・

藤重佳久氏の第２１４０地区 地区大会での記念公園の要旨が掲載されており、私自身も大変参考になる

内容です。 

８４ページのクラブを訪ねて、では山形県寒河江ＲＣの奉仕活動を含むクラブ及び会員の様子が掲載され

ております。 

 

幹 事 報 告  古矢  満幹事 

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． 戦略計画組織案について 

理事・役員・北村(仁)会員、松坂会員、大塚会員、青木(清)会員 

委員長に熊谷 昇会員 

２． ツウンバ交換学生について 

前島会員のご子息２名 

３． 納涼会について 

９月８日(土) 詳細については後日親睦活動委員会より 

４． ガバナー事務所よりいきいき夢国体協賛依頼について 

一人１,０００円 SAA 委員会が集めます。 

５． 新会員推薦について 

２名の推薦があがり、選考・分類委員会へ回しました。 

６． 休会について 

８月１５日(水) ・ ９月２６日(水)納涼会の振り替 

７．その他  事務所エアコン入れ替え 

                      ・・・・・・・・・・・・・承認されました・・・・・・・・・・ 
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会 長 挨 拶  染谷秀雄会長 

シャナットさん、本日はようこそお出でくださいました。 

私が今年度、水海道ロータリークラブの会長を務めさせていただきます、染谷で

す。よろしくお願いします。 

 

連日、テレビや新聞等で報道されています、西日本大豪雨被害について、皆さ

んはすでにご承知のことと思います。 

テレビでの映像を見て、私は、3 年前の常総市における水害を思い出しました。

当時、私は会社で仕事中でしたが、防災無線による避難指示の発令と共に、工場内の作業を中断させ、社

員を全員帰宅させました。その後、社員との電話連絡で無事を確認してから、私も家に帰ろうとしましたが、

その時には、すでに豊水橋、有料橋、共に封鎖され、自宅へ帰ることが出来ず、会社の事務所で一週間ほ

ど寝泊りすることとなりました。数日後、橋の封鎖が解除され、自宅へ戻ってみると、目にした風景はあまり

にも酷く、家の中は家具や衣類が散乱し、泥まみれでした。何から手をつければいいのか分からず、落ち

込んでいたのを今でも覚えています。そして、何より残念だったのが、子供達が小さい頃からの写真や、学

校の卒業証書、アルバムが泥まみれとなり、家族の思い出が見られなくなってしまったことです。しかし、そ

んな中、知り合いからの励ましの言葉、各地から送られた支援物資の提供、学生達のボランティア、そして、

全国のロータリークラブからの義援金で私達は助けられ、当面の生活を維持することが出来ました。しかし、

西日本の水害は常総市と比較して、被害の範囲も広く、水や支援物資も足らず、犠牲者の数も 150 人以上

と深刻な状況にあります。このことを踏まえ私達は、これから支援の準備をしなければならないと考えます。

クラブ内でも協議し、また、地区の判断を待って結論を出したいと思います。従いまして、ワンコイン、ニコニ

コの更なるご協力をお願いしたいと思います。 

さて、話題は変わりますが、今月、委員会ごとに研究会が水戸にて開催されます。担当の委員長方におか

れましては、お忙しい中出席をお願いしています。必ず出席をしていただき、今後の委員会活動に参考に

していただき、事業を進めていただけるようお願いします。また、本日より委員会の事業計画が発表してい

ただきますが、事業については委員会で議論を重ねていただき、準備期間を多く取るためにも、早めに理

事役員会に議案をあげていただきたいと思います。 

 

２０１８－２０１９年度 事業計画発表 

会員組織委員会  瀬戸隆海委員長 

我々は、ロータリーとしての概念を変えてはいけない理念、変えていかなければな

らない理念について、しっかりと認識すべきであります。変えてはいけない理念とは

奉仕であり、時代の流れに応じて変えていかなければならない理念とは運営であり

ます。そして、ロータリーの独自性として、フェローシップ（思いやり）とプロバスクラ

ブ（専門職）をもって、クラブを運営していかなければなりません。 

更に、会員増強はロータリー運動の結果であり目的ではないということを、再考す

べであり、それを踏まえて、クラブサポート、人道的奉仕の重点化、公共イメージと認知度の向上を図るべ

きであります。そして、公共イメージは、高めるものではなく、高まることであります。 

最後にクラブ運営は、とりわけ会長幹事の熱意と手腕であり、会長幹事を支えていくことが、クラブの発展に

なると認識するものであり、水海道ロータリークラブのアイデンティティーを見失うことなく、クラブ運営に心

がけていく所存であります。 

 重点課題 

① 会員増強と退会防止 
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② ロータリークラブの活動について、地域社会にＰＲし、認識向上に心がける。 

③ 一致協力して、円滑なクラブ運営に努める。 

 

会員増強委員会  大塚令昌委員長 

2018－２０１９年度の会員増強の責務は、 

1．会員退会防止 

2．会員増強の責務と考えております。増強には 3 名を目標に向け努力致し、

各委員会との協力を図り邁進してまいりますので皆様のご協力をお願い致しま

す。 

 

 

会員選考・分類委員会  小島富雄委員長 

当委員会は、推薦された会員候補者を選考することであり、会員増強委員会と密

に相談しあいながら、新会員としての決定内容を理事会に報告致します。 

選考基準事項としましては、例会への出席、社会的評価、奉仕の精神、活動への

理解、財政的義務等。以上の項目をよく検討致しまして、会員の選考に努めます。 

 

 

 

ロータリー情報委員会  海老原良夫委員長 

水海道ロータリークラブは昨年、創立 55周年の節目を数え、今年度は更なるクラ

ブの永続、発展を目指し当委員会はロータリーの原点、理念を思い起こし活動を

展開してまいります。 

具体的には、ロータリーの奉仕の形が時代の変遷とともに進化、変化してゆくな

かで、染谷秀雄会長方針をよく理解し、オリエンテーションと教育、会員の研修を

重点項目にとらえ、さらに昨年度委員会の新たな取り組みも精査して今年度委

員会活動を実施してまいりたいと考えております。 

 

クラブ管理運営委員会  武藤康之委員長 

当委員会は出席・親睦・プログラム・SAA の４つの委員会で構成されております。 

今年度の会長・幹事の方針に基づき、充実した例会が毎回開催されるよう、各委

員会の連携を図り、会員の例会出席率の向上につなげたいと考えております。 

又、例会場以外の開催例会についても多くのご家族に参加頂けるよう、工夫と趣

向を凝らして参りたいと思います。  「クラブ運営の根幹は例会にあり。」との考え

を主軸に掲げ、どのメンバーも参加したくなる例会作りを目指したいと思います。 

 

出席委員会  雨谷道夫委員長 

出席委員会の事業計画を発表します。 

出席委員会では、例会時の出欠の堪忍と例会におけるお弁当の手配が主な事業

になると思います。その中で一番の問題は、連絡なしでの、欠席によるお弁当の余

りをなくすことだと思います。会員様のご協力のもとお弁当の余りを減らしていきた

いと思います。 
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また、連絡なしで例会を欠席された会員様には直接連絡をし、次回から連絡を頂けるよう声をかけていきま

す。また、例会の出席率の上がらない会員様には個別に声をかけ、全体の例会出席率の向上を図りたいと

思います。 

 

親睦活動委員会  鯉沼敦規委員長 

・会員の皆様、奥様方に「身体にやさしくいいもの」をコンセプトにしたバースデープ

レゼントをお渡しします。 

・会員の皆様、またそのご家族が楽しんで頂けるような親睦行事を開催し、ロータリ

ーファミリーの交流を深めることを目指します。 

・日常生活の刺激となり、リフレッシュしていただけるような内容の親睦行事を企画し

ます。 

皆様が参加してよかったと思っていただけるよう頑張りますので宜しくお願い致します。 

 

ＳＡＡ委員会  前島 聡委員長 

当委員会では、例会の運営を「秩序正しく厳正に」を常に心がけます。充実した例会

を行うため会場設営に不備がないよう配慮します。そして最重要であります「ニコニコ

ボックス」の目標を達成し、クラブ奉仕活動の資金確保に努めます。 

会員の皆様の積極的なご協力をお願い申し上げます。 

 

 

 

公共イメージ委員会  斎藤広巳委員長 

公共イメージ委員会は、雑誌・会報・IT 広報の 3 つの委員会で構成されています。

この三委員会とのコミュニケーションを取り、その活動を通じロータリークラブは社

会に役立つ活動をしている人達の集まった奉仕団体であることを、地域社会に発

信し認知度の向上を計り、理解していただいた方々の中から入会希望者が出てく

るような、会員増強にも繋がる活動になることが出来ればよいと考えております。 

 

 

雑誌委員会  島田 勝委員長 

「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、ロータリーの

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等、国内外の

情報が掲載されておりロータリアンの情報発信の場となっていますが、実際あまり

読まれていないのが現状です。そこで、地区及び会長方針を理解し今年度委員

会の活動をしていきたいと思います。 

１． ロータリーの友の内容を一部紹介し、会員の皆様に読んで頂けるよう努める。 

２． ロータリーの広報の一環として、学校・市役所・図書館等に配布し、地域の

方々にロータリーを理解していただけるよう努める。 

３． 各委員長さんの協力を頂き、クラブの活動等をロータリーの友に紹介していきたいと思います。 
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ＩＴ・広報委員会  荒井孝典委員長 

ＩＴ・広報委員会は、ロータリーの歴史、目的や活動などをインターネットなどの様々

な媒体を通じて広報することにより、ロータリーを多くの人々に知っていただくことを

目的としています。多くの人々に知っていただくことによって、ロータリーの認知度

の向上やイメージアップをはかり、地域社会にロータリーの活動をアピールしていき

たいと思います。そのために当委員会では、次の活動を積極的に行っていきたい

と考えています。 

・ホームページやＳＮＳを通して、ロータリーの活動や会員の紹介を積極的に行う。 

・ 地域社会に対してロータリーの活動や会員の紹介を積極的に行う。 

・マイロータリーの登録者数を増やす。 

１年間よろしくお願い致します。 

 

出 席 報 告   雨谷道夫委員長 

会員総数 出席者数 欠席者数 出席免除 メーク 出 席 率 

51 名 ４０名 １１名 ０名 ２名 ８２.３５％ 

 

ニコニコボックス   前島 聡委員長           入金額  22,000 円   累計  236,000 円 

西日本の方々にお見舞い申し上げます。  染谷(秀)会員 

各委員長の皆様事業計画の発表宜しくお願いします。  古矢会員 

いろいろよろしく！   五木田(利)会員 

孫が生まれました。  鈴木(茂)会員 

染谷秀雄会長、古矢 満幹事年度のご活躍を願っております。  海老原会員 

染谷会長・古矢幹事さん、頑張ってください。  秋田会員 

毎日毎日熱い日が続いておりますのでお体ご自愛ください。因みに、私はアルコールDr. STOPが掛かっ

てしまいました。皆様もお気をつけください。  石井会員 

会員増強委員会、皆様のご協力お待ちしております。  大塚会員 

新年度早々例会欠席しました。今年度もよろしくお願いします。  福田会員 

 

会報委員会  石塚利明委員長  内村尚史副委員長  軽部良一委員 
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2018年 7月 11日 

Ｒ Ｉ 認 証 

Ｇｏ Ｐｌａｙｉｎｇ Ｆｅｌｌｏｗｓｈｉｐ ｏｆ Ｒｏｔａｒｉａｎｓ 

 
 

  日本支部  104－0031 東京都中央区京橋 2－11－8 全医協連会館 1 階 

                                   国際ロータリー第 2580 地区ガバナー事務所内 

名誉会長  田中   毅（2680 地区 PDG) 

前会長   石井 良昌（2680 地区 PDG） 

                                          日本支部長 新藤 信之（2750 地区 PDG） 

 

ＧＰＦＲ日本支部へのご連絡は下記の専用ＦＡＸへお願いします 

ＦＡＸ ０３－３４５２－１６５２ 

                                                      ＨＰ  http://www.gopfr.org 

 
    クラブ会長、幹事、国際奉仕担当理事様 

 
 

 「第１７回ロータリー全国囲碁大会」のご案内 
 

                                                                                 

 拝啓 一段と暑さが厳しくなる中、貴クラブの皆様方、事務局のスタッフの皆様、ご清栄の事とお慶び申し上げます。 

さて、RI公認の親睦団体であるロータリー囲碁同好会（GPFR／Go Playing Fellowship of Rotarians）主催の「第 17回ロータリー全

国囲碁大会」が 10月 6日（土）に、東京・市ヶ谷の日本棋院本院で開催いたします。 

私ども GPFR は 2000 年 3 月より毎春に日本、韓国、台湾の順で囲碁対抗戦を繰り広げており、碁盤を通じて国際奉仕、親睦活

動を進めています。2015 年ハワイに米国支部が誕生し、「ロータリー囲碁チャンピオン」競っております。2020 年のハワイＲＩ大会で

は会場内で囲碁大会を予定しています。 

碁盤を通じて交流を図る会ですので、クラブ内の囲碁好きの会員皆様に大会参加を呼びかけて頂きますよう、ご案内をお

願い申し上げます。 

 大会は上級者（五段以上）、中級者（二段～四段）、初級者（初段以下）の 3 クラス制の早碁戦です。大会参加はメークアッ

プ（国際奉仕活動）になります。2 名以上の参加でクラブ対抗戦を行っております。初心者、ご家族ご参加も歓迎いたします。                

敬具 

＜記＞ 

日時   2018 年 10 月 6 日（土）09：30 登録受付 10：00 開会式 16：00 表彰式、記念撮影 

会場   日本棋院本院 1 階対局室 

主催   ロータリー囲碁同好会   共催 第 2580・2750 地区  ホストクラブ 東京ＲＣ 

参加料  7,000 円（昼食代、賞品第等含む） 

 

 大会参加のお申し込みは、氏名、地区、クラブ名、年齢（女性は不要）、級段位を明記して、所属ロータリークラブを通じて、

上記の GPFR 日本支部宛に FAX（０３－３４５２－１６５２）でご連絡下さい。参加要領等を返信いたします。申し込み締め切り

日は 9 月 15 日（土）です。お問い合わせがありましたら、上記 FAX にてお願い致します。 

                       GPFR 日本支部幹事  太田清文（東京 RC） 

http://www.gopfr.org/

