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この計　　 28件　　 103,000円
月　計　　 53件　　 190,000円
累　計　　333件　　1,193,000円

本年は色々お世話になりました。来年も宜しくお
願い致します。
今年一年、大変お世話になりました。来年も宜し
くお願い致します。
今年も無事に過ごすことが出来ました。来年も良
い年でありますように。
今年も一年間お世話になりました。来年も宜しく
お願いします。
素晴らしいハンドベル演奏をお楽しみ下さい。新
年例会も期待して下さいね！
皆様、良いお年を。
綿引会長、米田幹事、上半期お疲れ様です。皆
様、良いお年を！
清州西原RCの30周年記念式典に参加して来まし
た。すごい待遇を受けました。
今月誕生日を迎えます。有難うございます！
今年最後の例会となりました。来年も宜しくお願
い致します。
会長、幹事、上半期ご苦労様でした。
綿引会長、米田幹事、上半期お疲れ様です。
早く千波湖の鳥インフルエンザが終息してほしい
です。
今年も何とか無事に越せます。
新年例会、お楽しみに!!
常磐短期大学の皆さん、宜しくお願いします。楽
しみにしております。
今年も皆様のお陰で、楽しい水戸南ロータリーク
ラブにお世話になりました。皆様、良いお年をお
迎え下さい。
初めてのクリスマス例会、楽しみです。良いお年
を～!!
良いお年を！お取りください。
全ての事には、意味と目的がある。
クリスマス例会を楽しみにしています。
韓国に行って来ました。皆様方と楽しく過ごさせ
て頂きました。
本日もお疲れ様です。宜しくお願いします。
綿引会長、米田幹事、会員の皆様、良いお年をお
迎え下さい。
誕生祝い有難うございます。今月は入会月です。
お陰様で入会16年となりました。
11月誕生祝い有難うございました。
今日から３日間、我家がギャラリーになります。
‘３つのアトリエへようこそ’です。
今年も一年間有難うございました。新年も宜しく
お願いします。

　年の瀬も大分押し詰ってまいりましたが、南ロータ
リークラブの皆様はご健勝にてご活躍のことと存じま
す。
　さて私こと、昭和60年10月に南ロータリークラブ
に入会後、約31年になりましたが、この間多くの方
々と知り合うことが出来、更にさまざまの行事を楽し
むことが本当に幸せでした。
　然しながら、こゝ10年程は、県医師会の役員等の
行事参加のため、例会出席がままならない状況が続い
ており、大変ご迷惑をおかけして来ました。
　今後もしばらくは同様な状況が続くことを考えます
と、今回12月末をもちましてクラブを退会させてい
ただくことを決心しました。
　申し分けなく、本当に残念ですが、ご配慮のほどよ
ろしくお願い申し上げます。
　長い間お世話になりました皆様によろしくお伝えく
ださるようお願い申し上げます。

　平成28年12月14日

黒羽　昭夫　

■会員メークアップ
　8 /28　地区第1回会長・幹事会

長谷川國雄　佐藤　衛　　綿引甚介　　井澤卓司
米田英雄　　長洲雅彦

12/11　韓国清州西原RC創立30周年記念式典
長谷川國雄　小路　實　　綿引甚介　　松本隆史
髙野　賢　　米田英雄　　兼子充裕　　及川　譲
桑名武之　　田村　大

12/12　ワールド大阪REC　　工藤貴正
12/14　北海道2500REC　　人見光一

１. １月のロータリーレート
１ドル＝116円

２. 1-3奉仕研究会が開催されます。
日　時：１月11日㈬　18:30～　
場　所：でん助　TEL.029-221-8987　
会　費：5,000円（メークアップ出席扱いとなります）

３. 会員動静
黒羽昭夫会員及び、沼田章仁会員が12月31日付で
退会致しました。現在の会員数は97名となりま
す。また、廣木修一会員・竹内秀雄会員が休会扱い
となりました。

４. 水戸市内RC例会変更
水戸西RC…１月11日㈬　常磐神社（新年祈願祭の為）

５. 次回例会日程
日　時：1月13日㈮　12:30～
場　所：水戸プラザホテル
内　容：卓話「職業奉仕月間に因んで」
　　　　　NPB社団法人日本野球機構審判部

森　健次郎 氏

Vol.44  No23（第2092）－１ 2017年（平成29年）１月６日（金）
職業奉仕月間

１月第１例会プログラム
2017年１月６日（金）

 1. 点鐘・開会
 2. 国歌斉唱・ロータリーソング
 3. ビジター・ゲスト紹介
 4. ロータリーの時間 綿引甚介会長
 5. 会務報告（出席状況報告　ニコニコBOX　

ロータリー財団　米山記念奨学　その他）
 6. 幹事報告
 7. 点鐘・閉会
 8. 新年家族例会 親睦活動委員会
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前　週訂正出席率75.53％
前々週訂正出席率76.60％99名 67名 32名 73.63％12月第３例会（12月16日）

出席状況

退会のごあいさつ



ロータリーの時間「上半期を顧みて」
綿引甚介会長

会長幹事を囲んでマルチプル・ポール・ハリス・フェローピン伝達
武田　誠会員、綿引甚介会員

クラブ忘年会 乾杯 和やかなテーブル

日　時　平成28年12月26日㈪　18:30～

場　所　海鮮厨房「天天」
　　　　　水戸市泉町2-3-2 中央ビルＢ１Ｆ

出席者　役　員　　綿引甚介　　水越光男　　鈴木憲一
　　　　　　　　　米田英雄　　磯崎和実

理　事　　斎藤孝夫　　兼子充裕　　橋本　哲
　　　　　深谷　智　　宇留野秀一
オブザーバー　岡村太郎　　菊池秀機
メークアップ出席者　　石川啓司　　川﨑紀子

議　題 
①　１月プログラムについて 《承認》
②　インターアクトクラブ提唱について 《継続審議》
③　R財団地区補助金　緞帳寄贈先について 《決定》

④　退会者・欠席届け及び記念品について 《確認》
⑤　次年度各委員長・副委員長（案）について 《承認》
⑥　新旧合同クラブ協議会日程について 《確認》
⑦　2017-2018年度地区委員追加指名について
 《承認》
⑧　昨年度ミニバス不足金支払いについて 《承認》

保留事項
特に無し。

次回定例理事会
１．日時　平成29年１月30日㈪
　　　　　　理事会18:30～　懇親会19:30～
２．場所　海鮮厨房「天天」
　　　　　　水戸市泉町2-3-2 中央ビルB1F

〈メークアップ出席となりますので、多数ご参加下さい〉

2016-2017年度　第７回定例理事会　議事録　

12月第３例会 12月16日（金）

12月のスピーチ12月のスピーチ
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上半期を顧みて

　水戸南ロータリークラブ会長 綿引甚介です。
　昨年上半期を振り返ってまず初めに、会員皆様のご協
力により、なんとか無事に会長の務めを果たすことが出
来ました。心から感謝を申し上げます。
　また、会員の増強、新会員の若手の出席率向上、そし

て、念願の地域に対する奉仕活動「おひさま食堂」と素
晴らしい上半期であったと思います。
　そして、素晴らしい幹事 米田社長に心から感謝申し
上げます。2017年下半期もよろしくお願い致します。

綿引　甚介 会長

上半期を顧みて

・皆さんの協力のおかげで、何とか無事半年、幹事の職
を務められました。
　ロータリーは楽しければいいとおもっていましたが、
諸先輩や事務局から「ロータリーのあるべき姿」を色
々ご指導頂きながら進めてまいりました。
　会員満足度調査により、当クラブの現状把握と今後の
課題が見えたりと色々と勉強になった半年でした。
・会員のご協力により新会員７名入会　現在＋６名の増

　それよりも新会員の評判がすこぶるいい事が嬉しいで
す。
・反省は出席率が一向に改善されず有効な手立てが立て
られない事です。
・本来の奉仕活動はまだこれからですが、皆さんからご
提案頂いた奉仕活動を皆さんと一緒に残り半年の間に
実施して行きたいです。
・これからの半年もご協力をお願い致します。

米田　英雄 幹事

たかがロータリー、されどロータリー

　私は1993年に水戸南RCに入会しました。2000年田
口喜三郎会長年度に幹事を拝命し、2006年佐藤衛ガバ
ナー年度に会長を務めました。幹事は山﨑雄一郎会員で
した。
　次年度も引き続き地区クラブ奉仕総括委員長をお受け
しましたので、ご支援ご協力宜しくお願い申し上げます。
　ご承知の通りロータリーは例会出席を極めて重視しま
す。その根拠として、私は「同じ釜の飯を食う」を例えに
理解しておりました。昔の軍隊を始め、同級生や職場の
同僚と食事を共に重ねることで、仲間意識や連帯感が醸
成され、絆が深まると考えておりました。先週の笹館康男
会員の「仲間（ともだち）と素敵な時間・空間を共有す
る」と云う文学的で格調の高い表現に、深く感銘致しま
した。
　ご家族や知人から「ロータリーとは？」「ロータリーは
何をする団体なの？」と問われた時に、皆様はどの様にお
答えになりますか。私は国際ロータリーが掲げる戦略計
画＝３つの優先項目と中核的価値観について説明してい
ます。「親睦」「奉仕」と並ぶ「高潔性」はいかにもロータ
リーらしい響きですが、注目すべきは「多様性」です。
ロータリーは会員の職業構成だけでなく、ロータリーの
解釈や理解の仕方も百人百様で、私はこれこそロータ
リーの魅力だと思います。
　奉仕活動についても、個々のスタイルを尊重する例とし
て、米山記念奨学会への献金について取り上げたいと思
います。以前は米山奨学生が中国人留学生に偏っている
のを不服として、献金を拒否するロータリアンが少なから
ずおりました。個人の価値観や歴史認識を尊重し、献金
に応じない会員に対して、非難や献金を強要する光景
は、私の知る限りありませんでした。アメリカのフルブライ
ト奨学金を模範に、各国や各地域で親日的なリーダーを
育成する趣旨が、米山委員会のたゆまぬ努力により理解
が深まった結果、献金に応じないロータリアンが減った

と思います。
　ロータリーもライオンズも地域社会や業界団体のリー
ダーと専門職が中核的構成員で、各地で新会員の獲得に
しのぎを削っています。歴史を紐解くと、職業奉仕に重き
を置く理論派に対して、社会奉仕に重きを置く実行派が
1917年にメルビン・ジョーンズの呼びかけに応じ、ライオ
ンズクラブを結成しました。ロータリーはI Serve、ライオ
ンズはWe Serveで、ライオンズは奉仕団体ですが、ロー
タリーは奉仕を志す個人の集合体です。体育会系で上意
下達のライオンズに対して、文化サークル系で口ばかり達
者なロータリー、と云うのが私の独断です。
　独断ついでに、新会員を念頭に、私の偏見を申し上げ
ます。ロータリアンは上から命令されるのではなく、自分
で考えねばなりません。そしてロータリーは個人の意思を
尊重する故、面倒見がよくありません。新会員はロータリ
アンとしての資質・能力の開発に自分で努力しなければ
なりません。私ができるアドバイスは、例会100%出席と
「ロータリーの友」の愛読です。
　献金に関しては、身の丈に応じて協力すれば充分だと、
私は考えます。若い頃は教育費等、何かと出費が嵩みま
す。幸い水戸南RCには、子育て期間を終えた金持ちが大
勢います。今のところ先輩方に甘えましょう。大工町に飲
みに行く金を節約して献金に廻す意見は、まさしく正論
です。しかし顧客接待や人脈形成、ストレス発散し英気を
養い、その結果ビジネスを成功させて、近い将来に大金
を奉仕活動に献金する考え方にも、一理あります。
　表題の「たかがロータリー、されどロータリー」は、時
間の関係で省略しましたが、先日亡くなった京都の堀場
製作所創業者の堀場雅夫PGが、基調講演のタイトルに
用いて広まりました。ロータリーは人生哲学と謂われま
すが、ロータリーの懐の深さと奥行を表す、まさにロータ
リーの真髄に迫る言葉だと思います。永く続くロータリー
ライフを、肩ひじを張らずに楽しみましょう。

井澤　卓司 会員

ロータリーの時間「上半期を顧みて」
綿引甚介会長

会長幹事を囲んでマルチプル・ポール・ハリス・フェローピン伝達
武田　誠会員、綿引甚介会員

クラブ忘年会 乾杯 和やかなテーブル
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　　　　　水戸市泉町2-3-2 中央ビルＢ１Ｆ
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オブザーバー　岡村太郎　　菊池秀機
メークアップ出席者　　石川啓司　　川﨑紀子

議　題 
①　１月プログラムについて 《承認》
②　インターアクトクラブ提唱について 《継続審議》
③　R財団地区補助金　緞帳寄贈先について 《決定》
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提案頂いた奉仕活動を皆さんと一緒に残り半年の間に
実施して行きたいです。
・これからの半年もご協力をお願い致します。

米田　英雄 幹事

たかがロータリー、されどロータリー

　私は1993年に水戸南RCに入会しました。2000年田
口喜三郎会長年度に幹事を拝命し、2006年佐藤衛ガバ
ナー年度に会長を務めました。幹事は山﨑雄一郎会員で
した。
　次年度も引き続き地区クラブ奉仕総括委員長をお受け
しましたので、ご支援ご協力宜しくお願い申し上げます。
　ご承知の通りロータリーは例会出席を極めて重視しま
す。その根拠として、私は「同じ釜の飯を食う」を例えに
理解しておりました。昔の軍隊を始め、同級生や職場の
同僚と食事を共に重ねることで、仲間意識や連帯感が醸
成され、絆が深まると考えておりました。先週の笹館康男
会員の「仲間（ともだち）と素敵な時間・空間を共有す
る」と云う文学的で格調の高い表現に、深く感銘致しま
した。
　ご家族や知人から「ロータリーとは？」「ロータリーは
何をする団体なの？」と問われた時に、皆様はどの様にお
答えになりますか。私は国際ロータリーが掲げる戦略計
画＝３つの優先項目と中核的価値観について説明してい
ます。「親睦」「奉仕」と並ぶ「高潔性」はいかにもロータ
リーらしい響きですが、注目すべきは「多様性」です。
ロータリーは会員の職業構成だけでなく、ロータリーの
解釈や理解の仕方も百人百様で、私はこれこそロータ
リーの魅力だと思います。
　奉仕活動についても、個々のスタイルを尊重する例とし
て、米山記念奨学会への献金について取り上げたいと思
います。以前は米山奨学生が中国人留学生に偏っている
のを不服として、献金を拒否するロータリアンが少なから
ずおりました。個人の価値観や歴史認識を尊重し、献金
に応じない会員に対して、非難や献金を強要する光景
は、私の知る限りありませんでした。アメリカのフルブライ
ト奨学金を模範に、各国や各地域で親日的なリーダーを
育成する趣旨が、米山委員会のたゆまぬ努力により理解
が深まった結果、献金に応じないロータリアンが減った

と思います。
　ロータリーもライオンズも地域社会や業界団体のリー
ダーと専門職が中核的構成員で、各地で新会員の獲得に
しのぎを削っています。歴史を紐解くと、職業奉仕に重き
を置く理論派に対して、社会奉仕に重きを置く実行派が
1917年にメルビン・ジョーンズの呼びかけに応じ、ライオ
ンズクラブを結成しました。ロータリーはI Serve、ライオ
ンズはWe Serveで、ライオンズは奉仕団体ですが、ロー
タリーは奉仕を志す個人の集合体です。体育会系で上意
下達のライオンズに対して、文化サークル系で口ばかり達
者なロータリー、と云うのが私の独断です。
　独断ついでに、新会員を念頭に、私の偏見を申し上げ
ます。ロータリアンは上から命令されるのではなく、自分
で考えねばなりません。そしてロータリーは個人の意思を
尊重する故、面倒見がよくありません。新会員はロータリ
アンとしての資質・能力の開発に自分で努力しなければ
なりません。私ができるアドバイスは、例会100%出席と
「ロータリーの友」の愛読です。
　献金に関しては、身の丈に応じて協力すれば充分だと、
私は考えます。若い頃は教育費等、何かと出費が嵩みま
す。幸い水戸南RCには、子育て期間を終えた金持ちが大
勢います。今のところ先輩方に甘えましょう。大工町に飲
みに行く金を節約して献金に廻す意見は、まさしく正論
です。しかし顧客接待や人脈形成、ストレス発散し英気を
養い、その結果ビジネスを成功させて、近い将来に大金
を奉仕活動に献金する考え方にも、一理あります。
　表題の「たかがロータリー、されどロータリー」は、時
間の関係で省略しましたが、先日亡くなった京都の堀場
製作所創業者の堀場雅夫PGが、基調講演のタイトルに
用いて広まりました。ロータリーは人生哲学と謂われま
すが、ロータリーの懐の深さと奥行を表す、まさにロータ
リーの真髄に迫る言葉だと思います。永く続くロータリー
ライフを、肩ひじを張らずに楽しみましょう。

井澤　卓司 会員



ロータリーの時間「上半期を顧みて」
綿引甚介会長

会長幹事を囲んでマルチプル・ポール・ハリス・フェローピン伝達
武田　誠会員、綿引甚介会員

クラブ忘年会 乾杯 和やかなテーブル

日　時　平成28年12月26日㈪　18:30～

場　所　海鮮厨房「天天」
　　　　　水戸市泉町2-3-2 中央ビルＢ１Ｆ

出席者　役　員　　綿引甚介　　水越光男　　鈴木憲一
　　　　　　　　　米田英雄　　磯崎和実

理　事　　斎藤孝夫　　兼子充裕　　橋本　哲
　　　　　深谷　智　　宇留野秀一
オブザーバー　岡村太郎　　菊池秀機
メークアップ出席者　　石川啓司　　川﨑紀子

議　題 
①　１月プログラムについて 《承認》
②　インターアクトクラブ提唱について 《継続審議》
③　R財団地区補助金　緞帳寄贈先について 《決定》

④　退会者・欠席届け及び記念品について 《確認》
⑤　次年度各委員長・副委員長（案）について 《承認》
⑥　新旧合同クラブ協議会日程について 《確認》
⑦　2017-2018年度地区委員追加指名について
 《承認》
⑧　昨年度ミニバス不足金支払いについて 《承認》

保留事項
特に無し。

次回定例理事会
１．日時　平成29年１月30日㈪
　　　　　　理事会18:30～　懇親会19:30～
２．場所　海鮮厨房「天天」
　　　　　　水戸市泉町2-3-2 中央ビルB1F

〈メークアップ出席となりますので、多数ご参加下さい〉
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　また、会員の増強、新会員の若手の出席率向上、そし

て、念願の地域に対する奉仕活動「おひさま食堂」と素
晴らしい上半期であったと思います。
　そして、素晴らしい幹事 米田社長に心から感謝申し
上げます。2017年下半期もよろしくお願い致します。
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を務められました。
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々ご指導頂きながら進めてまいりました。

　会員満足度調査により、当クラブの現状把握と今後の
課題が見えたりと色々と勉強になった半年でした。

・会員のご協力により新会員７名入会　現在＋６名の増

　それよりも新会員の評判がすこぶるいい事が嬉しいで
す。
・反省は出席率が一向に改善されず有効な手立てが立て
られない事です。
・本来の奉仕活動はまだこれからですが、皆さんからご
提案頂いた奉仕活動を皆さんと一緒に残り半年の間に
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解釈や理解の仕方も百人百様で、私はこれこそロータ
リーの魅力だと思います。
　奉仕活動についても、個々のスタイルを尊重する例とし
て、米山記念奨学会への献金について取り上げたいと思
います。以前は米山奨学生が中国人留学生に偏っている
のを不服として、献金を拒否するロータリアンが少なから
ずおりました。個人の価値観や歴史認識を尊重し、献金
に応じない会員に対して、非難や献金を強要する光景
は、私の知る限りありませんでした。アメリカのフルブライ
ト奨学金を模範に、各国や各地域で親日的なリーダーを
育成する趣旨が、米山委員会のたゆまぬ努力により理解
が深まった結果、献金に応じないロータリアンが減った

と思います。
　ロータリーもライオンズも地域社会や業界団体のリー
ダーと専門職が中核的構成員で、各地で新会員の獲得に
しのぎを削っています。歴史を紐解くと、職業奉仕に重き
を置く理論派に対して、社会奉仕に重きを置く実行派が
1917年にメルビン・ジョーンズの呼びかけに応じ、ライオ
ンズクラブを結成しました。ロータリーはI Serve、ライオ
ンズはWe Serveで、ライオンズは奉仕団体ですが、ロー
タリーは奉仕を志す個人の集合体です。体育会系で上意
下達のライオンズに対して、文化サークル系で口ばかり達
者なロータリー、と云うのが私の独断です。
　独断ついでに、新会員を念頭に、私の偏見を申し上げ
ます。ロータリアンは上から命令されるのではなく、自分
で考えねばなりません。そしてロータリーは個人の意思を
尊重する故、面倒見がよくありません。新会員はロータリ
アンとしての資質・能力の開発に自分で努力しなければ
なりません。私ができるアドバイスは、例会100%出席と
「ロータリーの友」の愛読です。
　献金に関しては、身の丈に応じて協力すれば充分だと、
私は考えます。若い頃は教育費等、何かと出費が嵩みま
す。幸い水戸南RCには、子育て期間を終えた金持ちが大
勢います。今のところ先輩方に甘えましょう。大工町に飲
みに行く金を節約して献金に廻す意見は、まさしく正論
です。しかし顧客接待や人脈形成、ストレス発散し英気を
養い、その結果ビジネスを成功させて、近い将来に大金
を奉仕活動に献金する考え方にも、一理あります。
　表題の「たかがロータリー、されどロータリー」は、時
間の関係で省略しましたが、先日亡くなった京都の堀場
製作所創業者の堀場雅夫PGが、基調講演のタイトルに
用いて広まりました。ロータリーは人生哲学と謂われま
すが、ロータリーの懐の深さと奥行を表す、まさにロータ
リーの真髄に迫る言葉だと思います。永く続くロータリー
ライフを、肩ひじを張らずに楽しみましょう。

井澤　卓司 会員

ロータリーの時間「上半期を顧みて」
綿引甚介会長

会長幹事を囲んでマルチプル・ポール・ハリス・フェローピン伝達
武田　誠会員、綿引甚介会員

クラブ忘年会 乾杯 和やかなテーブル

日　時　平成28年12月26日㈪　18:30～

場　所　海鮮厨房「天天」
　　　　　水戸市泉町2-3-2 中央ビルＢ１Ｆ

出席者　役　員　　綿引甚介　　水越光男　　鈴木憲一
　　　　　　　　　米田英雄　　磯崎和実

理　事　　斎藤孝夫　　兼子充裕　　橋本　哲
　　　　　深谷　智　　宇留野秀一
オブザーバー　岡村太郎　　菊池秀機
メークアップ出席者　　石川啓司　　川﨑紀子

議　題 
①　１月プログラムについて 《承認》
②　インターアクトクラブ提唱について 《継続審議》
③　R財団地区補助金　緞帳寄贈先について 《決定》

④　退会者・欠席届け及び記念品について 《確認》
⑤　次年度各委員長・副委員長（案）について 《承認》
⑥　新旧合同クラブ協議会日程について 《確認》
⑦　2017-2018年度地区委員追加指名について
 《承認》
⑧　昨年度ミニバス不足金支払いについて 《承認》

保留事項
特に無し。

次回定例理事会
１．日時　平成29年１月30日㈪
　　　　　　理事会18:30～　懇親会19:30～
２．場所　海鮮厨房「天天」
　　　　　　水戸市泉町2-3-2 中央ビルB1F

〈メークアップ出席となりますので、多数ご参加下さい〉

2016-2017年度　第７回定例理事会　議事録　

12月第３例会 12月16日（金）

12月のスピーチ12月のスピーチ
2－Vol.44  No23（第2092） Vol.44  No23（第2092）－3

上半期を顧みて

　水戸南ロータリークラブ会長 綿引甚介です。
　昨年上半期を振り返ってまず初めに、会員皆様のご協
力により、なんとか無事に会長の務めを果たすことが出
来ました。心から感謝を申し上げます。
　また、会員の増強、新会員の若手の出席率向上、そし

て、念願の地域に対する奉仕活動「おひさま食堂」と素
晴らしい上半期であったと思います。
　そして、素晴らしい幹事 米田社長に心から感謝申し
上げます。2017年下半期もよろしくお願い致します。

綿引　甚介 会長

上半期を顧みて

・皆さんの協力のおかげで、何とか無事半年、幹事の職
を務められました。

　ロータリーは楽しければいいとおもっていましたが、
諸先輩や事務局から「ロータリーのあるべき姿」を色
々ご指導頂きながら進めてまいりました。

　会員満足度調査により、当クラブの現状把握と今後の
課題が見えたりと色々と勉強になった半年でした。

・会員のご協力により新会員７名入会　現在＋６名の増

　それよりも新会員の評判がすこぶるいい事が嬉しいで
す。
・反省は出席率が一向に改善されず有効な手立てが立て
られない事です。
・本来の奉仕活動はまだこれからですが、皆さんからご
提案頂いた奉仕活動を皆さんと一緒に残り半年の間に
実施して行きたいです。
・これからの半年もご協力をお願い致します。

米田　英雄 幹事

たかがロータリー、されどロータリー

　私は1993年に水戸南RCに入会しました。2000年田
口喜三郎会長年度に幹事を拝命し、2006年佐藤衛ガバ
ナー年度に会長を務めました。幹事は山﨑雄一郎会員で
した。
　次年度も引き続き地区クラブ奉仕総括委員長をお受け
しましたので、ご支援ご協力宜しくお願い申し上げます。
　ご承知の通りロータリーは例会出席を極めて重視しま
す。その根拠として、私は「同じ釜の飯を食う」を例えに
理解しておりました。昔の軍隊を始め、同級生や職場の
同僚と食事を共に重ねることで、仲間意識や連帯感が醸
成され、絆が深まると考えておりました。先週の笹館康男
会員の「仲間（ともだち）と素敵な時間・空間を共有す
る」と云う文学的で格調の高い表現に、深く感銘致しま
した。
　ご家族や知人から「ロータリーとは？」「ロータリーは
何をする団体なの？」と問われた時に、皆様はどの様にお
答えになりますか。私は国際ロータリーが掲げる戦略計
画＝３つの優先項目と中核的価値観について説明してい
ます。「親睦」「奉仕」と並ぶ「高潔性」はいかにもロータ
リーらしい響きですが、注目すべきは「多様性」です。
ロータリーは会員の職業構成だけでなく、ロータリーの
解釈や理解の仕方も百人百様で、私はこれこそロータ
リーの魅力だと思います。
　奉仕活動についても、個々のスタイルを尊重する例とし
て、米山記念奨学会への献金について取り上げたいと思
います。以前は米山奨学生が中国人留学生に偏っている
のを不服として、献金を拒否するロータリアンが少なから
ずおりました。個人の価値観や歴史認識を尊重し、献金
に応じない会員に対して、非難や献金を強要する光景
は、私の知る限りありませんでした。アメリカのフルブライ
ト奨学金を模範に、各国や各地域で親日的なリーダーを
育成する趣旨が、米山委員会のたゆまぬ努力により理解
が深まった結果、献金に応じないロータリアンが減った

と思います。
　ロータリーもライオンズも地域社会や業界団体のリー
ダーと専門職が中核的構成員で、各地で新会員の獲得に
しのぎを削っています。歴史を紐解くと、職業奉仕に重き
を置く理論派に対して、社会奉仕に重きを置く実行派が
1917年にメルビン・ジョーンズの呼びかけに応じ、ライオ
ンズクラブを結成しました。ロータリーはI Serve、ライオ
ンズはWe Serveで、ライオンズは奉仕団体ですが、ロー
タリーは奉仕を志す個人の集合体です。体育会系で上意
下達のライオンズに対して、文化サークル系で口ばかり達
者なロータリー、と云うのが私の独断です。
　独断ついでに、新会員を念頭に、私の偏見を申し上げ
ます。ロータリアンは上から命令されるのではなく、自分
で考えねばなりません。そしてロータリーは個人の意思を
尊重する故、面倒見がよくありません。新会員はロータリ
アンとしての資質・能力の開発に自分で努力しなければ
なりません。私ができるアドバイスは、例会100%出席と
「ロータリーの友」の愛読です。
　献金に関しては、身の丈に応じて協力すれば充分だと、
私は考えます。若い頃は教育費等、何かと出費が嵩みま
す。幸い水戸南RCには、子育て期間を終えた金持ちが大
勢います。今のところ先輩方に甘えましょう。大工町に飲
みに行く金を節約して献金に廻す意見は、まさしく正論
です。しかし顧客接待や人脈形成、ストレス発散し英気を
養い、その結果ビジネスを成功させて、近い将来に大金
を奉仕活動に献金する考え方にも、一理あります。
　表題の「たかがロータリー、されどロータリー」は、時
間の関係で省略しましたが、先日亡くなった京都の堀場
製作所創業者の堀場雅夫PGが、基調講演のタイトルに
用いて広まりました。ロータリーは人生哲学と謂われま
すが、ロータリーの懐の深さと奥行を表す、まさにロータ
リーの真髄に迫る言葉だと思います。永く続くロータリー
ライフを、肩ひじを張らずに楽しみましょう。

井澤　卓司 会員



綿引甚介会長から御礼

常磐短大ハンドベルクラブ２年
生の皆さん　ミッキーのテーマ
や赤鼻のトナカイなど演奏

親睦の時間「12月誕生祝」おめでとうございます
韓国清州西原RC創立30周年記念式典訪問報告

兼子充裕会員

Weekly Report Rotary Club of
Mito-Minami水戸南

 ロータリークラブ
週　報

国際ロータリー第2820地区　水戸南ロータリークラブ

◆RI加盟承認　1973年（昭和48年）６月７日
◆チャーターナイト　1974年（昭和49年）２月10日

■例会場　水戸プラザホテル  TEL.029-305-8111
■事務所　常陽銀行本店  TEL.029-225-4820
■ＵＲＬ　http://www.mito-m-rc.com

クラブ会報委員会／委員長：石井　浩一　副委員長：佐藤　昌樹　委員：村澤　義行、大金　誠

●会　長　綿引　甚介　会長エレクト　水越　光男
●幹　事　米田　英雄　副会長　　　　鈴木　憲一
　　　　　　　　　　　副幹事　　　　兼子　充裕

幹 事 報 告

出席報告 会 員 数 出 席 数 欠 席 数 本日出席率

地区スローガン：ロータリーに魅力を・一人一人が輝きを！
クラブ会長方針：全員参加で素晴らしいクラブに！RIテーマ：人類に奉仕するロータリー

12月第３例会 12月16日（金）

綿引甚介会員……

米田英雄会員……

佐藤　衛会員……

長谷川國雄会員…

小川啓子会員……

塩沢富夫会員……
根本　次会員……

兼子充裕会員……

石井邦明会員……
市毛純一会員……

水口二良会員……
松本隆史会員……
鈴木憲一会員……

斎藤孝夫会員……
山本　大会員……
米川幸喜会員……

軍司由佳会員……

国本美加会員……

船橋範行会員……
原口一吉会員……
鈴木由紀子会員…
田村　大会員……

高梨博行会員……
石川啓司会員……

武田　誠会員……

中本邦彦会員……
奈良早苗会員……

石井浩一会員……

■ニコニコBOX（12月16日（金）扱）

この計　　 28件　　 103,000円
月　計　　 53件　　 190,000円
累　計　　333件　　1,193,000円

本年は色々お世話になりました。来年も宜しくお
願い致します。
今年一年、大変お世話になりました。来年も宜し
くお願い致します。
今年も無事に過ごすことが出来ました。来年も良
い年でありますように。
今年も一年間お世話になりました。来年も宜しく
お願いします。
素晴らしいハンドベル演奏をお楽しみ下さい。新
年例会も期待して下さいね！
皆様、良いお年を。
綿引会長、米田幹事、上半期お疲れ様です。皆
様、良いお年を！
清州西原RCの30周年記念式典に参加して来まし
た。すごい待遇を受けました。
今月誕生日を迎えます。有難うございます！
今年最後の例会となりました。来年も宜しくお願
い致します。
会長、幹事、上半期ご苦労様でした。
綿引会長、米田幹事、上半期お疲れ様です。
早く千波湖の鳥インフルエンザが終息してほしい
です。
今年も何とか無事に越せます。
新年例会、お楽しみに!!
常磐短期大学の皆さん、宜しくお願いします。楽
しみにしております。
今年も皆様のお陰で、楽しい水戸南ロータリーク
ラブにお世話になりました。皆様、良いお年をお
迎え下さい。
初めてのクリスマス例会、楽しみです。良いお年
を～!!
良いお年を！お取りください。
全ての事には、意味と目的がある。
クリスマス例会を楽しみにしています。
韓国に行って来ました。皆様方と楽しく過ごさせ
て頂きました。
本日もお疲れ様です。宜しくお願いします。
綿引会長、米田幹事、会員の皆様、良いお年をお
迎え下さい。
誕生祝い有難うございます。今月は入会月です。
お陰様で入会16年となりました。
11月誕生祝い有難うございました。
今日から３日間、我家がギャラリーになります。
‘３つのアトリエへようこそ’です。
今年も一年間有難うございました。新年も宜しく
お願いします。

　年の瀬も大分押し詰ってまいりましたが、南ロータ
リークラブの皆様はご健勝にてご活躍のことと存じま
す。
　さて私こと、昭和60年10月に南ロータリークラブ
に入会後、約31年になりましたが、この間多くの方
々と知り合うことが出来、更にさまざまの行事を楽し
むことが本当に幸せでした。
　然しながら、こゝ10年程は、県医師会の役員等の
行事参加のため、例会出席がままならない状況が続い
ており、大変ご迷惑をおかけして来ました。
　今後もしばらくは同様な状況が続くことを考えます
と、今回12月末をもちましてクラブを退会させてい
ただくことを決心しました。
　申し分けなく、本当に残念ですが、ご配慮のほどよ
ろしくお願い申し上げます。
　長い間お世話になりました皆様によろしくお伝えく
ださるようお願い申し上げます。

　平成28年12月14日

黒羽　昭夫　

■会員メークアップ
　8 /28　地区第1回会長・幹事会

長谷川國雄　佐藤　衛　　綿引甚介　　井澤卓司
米田英雄　　長洲雅彦

12/11　韓国清州西原RC創立30周年記念式典
長谷川國雄　小路　實　　綿引甚介　　松本隆史
髙野　賢　　米田英雄　　兼子充裕　　及川　譲
桑名武之　　田村　大

12/12　ワールド大阪REC　　工藤貴正
12/14　北海道2500REC　　人見光一

１. １月のロータリーレート
１ドル＝116円

２. 1-3奉仕研究会が開催されます。
日　時：１月11日㈬　18:30～　
場　所：でん助　TEL.029-221-8987　
会　費：5,000円（メークアップ出席扱いとなります）

３. 会員動静
黒羽昭夫会員及び、沼田章仁会員が12月31日付で
退会致しました。現在の会員数は97名となりま
す。また、廣木修一会員・竹内秀雄会員が休会扱い
となりました。

４. 水戸市内RC例会変更
水戸西RC…１月11日㈬　常磐神社（新年祈願祭の為）

５. 次回例会日程
日　時：1月13日㈮　12:30～
場　所：水戸プラザホテル
内　容：卓話「職業奉仕月間に因んで」
　　　　　NPB社団法人日本野球機構審判部

森　健次郎 氏

Vol.44  No23（第2092）－１ 2017年（平成29年）１月６日（金）
職業奉仕月間

１月第１例会プログラム
2017年１月６日（金）

 1. 点鐘・開会
 2. 国歌斉唱・ロータリーソング
 3. ビジター・ゲスト紹介
 4. ロータリーの時間 綿引甚介会長
 5. 会務報告（出席状況報告　ニコニコBOX　

ロータリー財団　米山記念奨学　その他）
 6. 幹事報告
 7. 点鐘・閉会
 8. 新年家族例会 親睦活動委員会

4－Vol.44  No23（第2092）

前　週訂正出席率75.53％
前々週訂正出席率76.60％99名 67名 32名 73.63％12月第３例会（12月16日）

出席状況

退会のごあいさつ


