
ロータリーの時間「ロータリーの思
い出について」　塩沢富夫会員

「11月誕生祝」上野会員、二川会員おめでとうご
ざいます。

クラブ懇談会　乾杯の様子 クラブ懇談会の様子

11月誕生祝を代表して、上野義哉会
員の挨拶
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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

11月第４例会 11月25日（金）

焼八寸　鮭曙焼き　松笠慈姑　小松菜お浸し　鶏照焼き
海月　玉子寄せ　生姜生ハム巻き　常陸大黒豆

揚　物　天婦羅　海老　あわび茸　鯊　獅子唐
煮　物　金目鯛　栗麩　梅人参　小角南瓜　隠元
食　事　俵押し　奈良漬
止　椀　浅蜊汁

会食メニュー

米田英雄会員……
工藤貴正会員……
川上正一会員……
軍司由佳会員……

川﨑紀子会員……
金原和美会員……

石井浩一会員……
人見光一会員……
石川啓司会員……

■ニコニコBOX（11月25日（金）扱）

水戸RC　　秋山現信会員
■ビジター

この計　　 9件　　 35,000円
月　計　　 50件　　 191,000円
累　計　　280件　　1,003,000円

11月誕生日の皆様おめでとうございます。
お久し振りです。
誕生祝い有難うございます。
12月３日のおひさま食堂楽しみですね。宜しく
お願いします。
昨日の雪には、ビックリしましたね。
12月３日、おひさま食堂プレオープンです！皆
様の御協力どうぞ宜しくお願い申し上げます。
11月誕生日の皆様おめでとうございます。
11月誕生日の方、おめでとうございます。
40年前、大学時代のクラブ活動で一緒に活動し
ていた戸板女子のペコに老後の面倒を見てもらう
ことになりました。

■会員メークアップ
11/21　ワールド大阪REC　　工藤貴正
11/22　水戸RC　　亀山義孝
11/23　2680地区HYOGO REC　　石川啓司
11/25　日本REC2650　　　髙野　賢

■財団BOX（11月25日（金）扱）
笹館康男会員……財団の友献金（第７回）

$100　10,200円（累計$11,700）
長谷川國雄会員…財団の友献金（第８～10、１・２回）

$500　51,000円（累計$10,200）
金澤一史会員……財団の友献金　ポリオプラス（第４回）

$100　10,200円（累計 $8,400）
松本隆史会員……財団の友献金（第２回）

$100　10,200円（累計 $5,200）
深谷　智会員……財団の友献金（第４回）

$100　10,200円（累計 $3,400）
兼子充裕会員……財団の友献金（第２回）

$100　10,200円（累計 $3,200）
島根昌明会員……財団の友献金（第９回）

$100　10,200円（累計 $2,900）
一毛裕之会員……財団の友献金（第４回）

$100　10,200円（累計 $2,400）
宇留野秀一会員…財団の友献金（第６回）

$100　10,200円（累計 $600）
鈴木忠夫会員……財団の友献金（第２・３回）

$200　20,400円（累計 $300）
二川隆司会員……財団の友献金（第１回）

$100　10,200円（累計 $100）
根本直哉会員……財団の友献金（第１回）

$100　10,200円（累計 $100）

この計　　　12件　　　$1,700　　　173,400円

■米山BOX（11月25日（金）扱）
大森三男会員……準米山功労者献金（第10回）

10,000円（累計100,000円）
高梨博行会員……準米山功労者献金（第１回）

10,000円（累計 10,000円）

この計　　　２件　　　20,000円

１. 12月のロータリーレート
１ドル＝106円

２. ロータリー財団及び米山記念奨学への献金について
控除証明書等の手続きの為、平成28年のロータリ
ー財団BOX・米山BOXへの献金は、12月第２例
会の12月９日㈮までとさせていただきます。

３. 第１回こども食堂（おひさま食堂）が開催されます。
日　時：12月３日㈯ 　11:30～14:00
場　所：緑岡市民センター　水戸市見川町2563
集合時間：調理担当者　8:30までに集合
　　　　作業担当者　9:30までに集合
　　　　（メークアップ出席扱いとなります。）

４. 地区国際奉仕セミナーが開催されます。
日　時：12月４日㈰　10:00～　
場　所：ホテルグランド東雲　TEL.029-856-2211 
出席者：髙野　賢国際奉仕委員長

５. 第３回SRGコンペ及び、SRG忘年会が開催されます。
日　時：12月４日㈰
場　所：サザンヤードカントリークラブ　　　

東茨城郡城里町下古内776
TEL.029-288-6000

プレー費：17,500円
　　　　（キャディー費・昼食・ワンドリンク込）
SRG会費：3,000円　　忘年会「でん助」18:00～

６. 次回例会日程
日　時：12月９日㈮　12:30～
場　所：水戸プラザホテル
内　容：卓話「疾病予防と治療月間に因んで」　　

　水戸メンタルクリニック
院長　高尾哲也氏（水戸RC）

Vol.44  No20（第2089）－１ 2016年（平成28年）12月２日（金）
疾病予防と治療月間

12月第１例会プログラム
2016年12月２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 笹館康男会員
 5. 米山功労者感謝状及びメジャードナーピン伝達

佐藤　衛会員（第20回）
大金　誠会員（第７回）　深谷　智会員（第２回）

 6. 雑誌の時間 雑誌委員会
 7. 会　食
 8. 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）
 9. 幹事報告
10. 年次総会 議長 綿引甚介会長

①2017-2018年度　理事・役員選出
②戦略計画案について

11. 上半期を顧みて 綿引甚介会長、米田英雄幹事
12. 点鐘・閉会
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前　週訂正出席率69.23％
前々週訂正出席率76.84％99名 56名 43名 63.64％11月第４例会（11月25日）

出席状況



水城高等学校

茨城キリスト教学園高等学校

水戸女子高等学校

水戸農業高等学校

つくば国際大学東風高等学校
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33名

46名

54名

34名

79名

あり、尊敬もしています。
　会社としてはまだまだですが、今までに培ってきた
様々な経験をいかして頑張っています。その頑張った中
から、今までの恩返しの意味でも、微力ながら地域や社
会に貢献していきたい！という思いから、ロータリーク
ラブへ入会させていただきました。
　きっかけは娘の同級生でした。下の娘のクラスに４
人、こどもの里という施設から通う子供さんたちがいま
す。こどもの里は、様々な事情から、親による養育が困
難な子供のための児童養護施設です。子供に罪はありま
せん。施設に入所せざるを得ない子供たちにも、少しで
も夢や希望を持ってもらいたい！笑顔でいてもらいた
い！という気持ち。そして、私が片親に育てられた経
験から、何かできることはないかと考えるようになり
ました。
　先日、こどもの里に企業として訪問させていただき、
色々な物の寄付や、お手伝いをさせていただきました。
社員もこのような奉仕活動に賛同してくれています。
　こんな私でも目標の一つを実現できました。目指して
進み続ければ実現できる！ということを胸に、子供たち
にも頑張って欲しいと思います。
　まとまらない話で申し訳ありませんが、奉仕の心と感
謝の気持ちを忘れず、皆が笑顔で幸せになれるよう、私
自身も頑張ってまいります。
　ご清聴ありがとうございました。

　対して私はどうだったかと言うと、遊んでばかりい
て、全然勉強をしない子供でした。先日子供の授業参観
に行ってきたのですが、私が子供の頃担任をしてくれた
先生に、なんと20数年ぶりに再会しました。その時先
生に「高梨、人は変わるものだな～」としみじみ言われ
てしまいました。そんな子供時代を過ごしてきました。
　その後、小瀬高等学校を卒業し、陸上自衛隊に入隊し
ました。２年後に除隊し、初めて建築業界に入りまし
た。ご存知かもしれませんが、建築物には柱などの木材
や床材、キッチンやトイレなどの水廻り商品など、数多
くの部材が必要になります。そういった材料をおろす問
屋で12年働きました。まずは、現場に材料を運ぶドラ
イバーからスタートです。12kg以上もある木材を肩に
担ぎ、階段を駆け上がることもありました。そんな下積
み時代でも、音を上げずに頑張った甲斐があり、県内の
全問屋で５本の指に入るほどの売上を上げることができ
るまでになりました。
　その後一念発起して起業し、今年で３年を迎えること
ができました。
　本当にありがたいことですが、独立を決意した際、当
時の上司や取引先のお客様だった方々が、たくさん力を
貸してくださいました。中には、自分が勤めている会社
を退職してまで、一緒に会社の立上げを手伝ってくれた
仲間もいます。自分一人では何もできない私のもとに集
まってくれ、社員にはとても感謝しています。奇跡では
ないかと思えるほど、今いる社員は皆私よりもスキルが

日　時　平成28年11月28日㈪　18:30～

場　所　「天天」　水戸市泉町2-3-2 中央ビルＢ１Ｆ

出席者　役　員　　綿引甚介　　鈴木憲一　　米田英雄　　赤岩賢二　　根本　次
理　事　　河野正政　　奈良早苗　　斎藤孝夫　　髙野　賢　　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　　川﨑紀子　　及川　譲　　米川幸喜　　松本隆史

議　題 
①　12月プログラムについて 《承認》
②　韓国清州西原RC創立30周年訪問費用について 《承認》
③　戦略計画（案）について 《承認》
④　2017-2018年度　地区委員候補者について 《承認》
⑤　2017-2018年度　理事役職変更について 《承認》
⑥　新年家族例会費用について 《承認》

保留事項
特に無し。

次回定例理事会
１．日時　平成28年12月26日㈪ 　理事会18:30～　懇親会19:30～
２．場所　「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６回定例理事会　議事録

11月の卓話11月の卓話
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イニシエーションスピーチ

　こんにちは。ただいまご紹介にあずかりました、新人
の高梨博行と申します。
　水戸の泉町で建築の仕事に携わっております。どうぞ
よろしくお願いいたします。あがり症なもので、原稿を
読むことをお許しください。
　私は1980年生まれの36歳で、旧大宮町、今の常陸
大宮市役所の近くで生まれ育ちました。片親に育てら

れ、決して裕福ではありませんでしたが、感謝する心を
母から教わりました。その教えは今でも大切にしていま
す。そのお陰か、今、妻と２人の娘に囲まれ幸せを感じ
ながら日々過ごしています。ちなみに上の娘が小学校２
年生で、下の娘は小学校１年生です。親バカと言われて
しまうかもしれませんが、２人ともヒップホップダンス
を習っていて、これからがとても楽しみです。

高梨　博行 会員

インターアクトクラブ提唱のすすめ！

　創立以来ロータリーは、援助を必要とする子供たちに
手を差し伸べようと努めてきました。そして1960年、
ロータリーは、青少年への奉仕に対して、新たな取り組
みを開始しました。青少年の秘められた可能性を見出し
たハロルドT.トーマスＲＩ会長は、青少年に奉仕を奨励
する方法を見つけ出し、青少年が地域社会に対して積極
的に関心を持つよう促し、リーダーとして成長する機会
を青少年に提供するよう、世界中のロータリークラブに
呼びかけたのです。その２年後、米国フロリダ州、メル
ボルンにあるメルボルン高校の23名が集まり、最初の
インターアクトクラブを結成しました。これにより、
ロータリアンは、単に青少年を支援するだけではなく、
提唱ロータリークラブ（後援するロータリークラブ）と
協力して地元や海外で奉仕する機会を青少年に提供する
こととなったのです。それ以来、世界中の多くの地域社
会が、その奉仕活動の恩恵を受けています。
　インターアクトとは、年齢12～18歳までの青少年ま
たは高校生のためのロータリー提唱奉仕クラブで、楽し
く意義のある奉仕プロジェクトや様々な国際交流に参加
する機会を青少年に与えるもので、プログラムを通じ
て、楽しく意義ある奉仕活動を行いながら、リーダーと

の斬新なアイデアをもらっています。
　例年は隣国、韓国研修旅行を実施し国際的な奉仕の機
会を与えていますが、本年は朝鮮半島情勢の悪化が懸念
され、沖縄での研修を（７月29日～８月１日）行いま
した。沖縄研修旅行では日本が抱える国際問題などが凝
縮されており様々なことを学習出来ます。沖縄の悲惨
な戦争体験者の実話、米軍関係者の家庭にショートス
テイし国際的なコミュニケーションの機会も得られ、
短時間の国際交流ではありましたが、涙の別れと感動
の場面もあったようです。
　RI2820地区のインターアクトクラブは現在５クラブ
で、下記表の通りです。(10/１現在)
　全世界19,189クラブ441,278人、日本で提唱され
ているインターアクトクラブ数は現在594クラブで
す。2820地区での提唱クラブの数は残念ながら一番少
ない状態で、地区としての活動が厳しい状況です。今回
の卓話で、水戸南ＲＣ皆様には、さらにインターアクト
の活動を広く知っていただき、更なるご理解と御協力
のもと、インターアクトクラブの設立を宜しくお願い
いたします。

インターアクト委員長　衣笠　勤 氏（水戸RC）
国際ロータリー第2820地区

インターアクトクラブ スポンサークラブ 創立年月日会員数
しての力を身につけ、
新しい友人を作ってい
ます。一方、提唱ロー
タリークラブは、将来
のロータリアンの育成
に努めるかたわら、プ
ロジェクトにおいてイ
ンターアクターの力を
借り、また、奉仕活動
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あり、尊敬もしています。
　会社としてはまだまだですが、今までに培ってきた
様々な経験をいかして頑張っています。その頑張った中
から、今までの恩返しの意味でも、微力ながら地域や社
会に貢献していきたい！という思いから、ロータリーク
ラブへ入会させていただきました。
　きっかけは娘の同級生でした。下の娘のクラスに４
人、こどもの里という施設から通う子供さんたちがいま
す。こどもの里は、様々な事情から、親による養育が困
難な子供のための児童養護施設です。子供に罪はありま
せん。施設に入所せざるを得ない子供たちにも、少しで
も夢や希望を持ってもらいたい！笑顔でいてもらいた
い！という気持ち。そして、私が片親に育てられた経
験から、何かできることはないかと考えるようになり
ました。
　先日、こどもの里に企業として訪問させていただき、
色々な物の寄付や、お手伝いをさせていただきました。
社員もこのような奉仕活動に賛同してくれています。
　こんな私でも目標の一つを実現できました。目指して
進み続ければ実現できる！ということを胸に、子供たち
にも頑張って欲しいと思います。
　まとまらない話で申し訳ありませんが、奉仕の心と感
謝の気持ちを忘れず、皆が笑顔で幸せになれるよう、私
自身も頑張ってまいります。
　ご清聴ありがとうございました。

　対して私はどうだったかと言うと、遊んでばかりい
て、全然勉強をしない子供でした。先日子供の授業参観
に行ってきたのですが、私が子供の頃担任をしてくれた
先生に、なんと20数年ぶりに再会しました。その時先
生に「高梨、人は変わるものだな～」としみじみ言われ
てしまいました。そんな子供時代を過ごしてきました。
　その後、小瀬高等学校を卒業し、陸上自衛隊に入隊し
ました。２年後に除隊し、初めて建築業界に入りまし
た。ご存知かもしれませんが、建築物には柱などの木材
や床材、キッチンやトイレなどの水廻り商品など、数多
くの部材が必要になります。そういった材料をおろす問
屋で12年働きました。まずは、現場に材料を運ぶドラ
イバーからスタートです。12kg以上もある木材を肩に
担ぎ、階段を駆け上がることもありました。そんな下積
み時代でも、音を上げずに頑張った甲斐があり、県内の
全問屋で５本の指に入るほどの売上を上げることができ
るまでになりました。
　その後一念発起して起業し、今年で３年を迎えること
ができました。
　本当にありがたいことですが、独立を決意した際、当
時の上司や取引先のお客様だった方々が、たくさん力を
貸してくださいました。中には、自分が勤めている会社
を退職してまで、一緒に会社の立上げを手伝ってくれた
仲間もいます。自分一人では何もできない私のもとに集
まってくれ、社員にはとても感謝しています。奇跡では
ないかと思えるほど、今いる社員は皆私よりもスキルが

日　時　平成28年11月28日㈪　18:30～

場　所　「天天」　水戸市泉町2-3-2 中央ビルＢ１Ｆ

出席者　役　員　　綿引甚介　　鈴木憲一　　米田英雄　　赤岩賢二　　根本　次
理　事　　河野正政　　奈良早苗　　斎藤孝夫　　髙野　賢　　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　　川﨑紀子　　及川　譲　　米川幸喜　　松本隆史

議　題 
①　12月プログラムについて 《承認》
②　韓国清州西原RC創立30周年訪問費用について 《承認》
③　戦略計画（案）について 《承認》
④　2017-2018年度　地区委員候補者について 《承認》
⑤　2017-2018年度　理事役職変更について 《承認》
⑥　新年家族例会費用について 《承認》

保留事項
特に無し。

次回定例理事会
１．日時　平成28年12月26日㈪ 　理事会18:30～　懇親会19:30～
２．場所　「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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イニシエーションスピーチ

　こんにちは。ただいまご紹介にあずかりました、新人
の高梨博行と申します。
　水戸の泉町で建築の仕事に携わっております。どうぞ
よろしくお願いいたします。あがり症なもので、原稿を
読むことをお許しください。
　私は1980年生まれの36歳で、旧大宮町、今の常陸
大宮市役所の近くで生まれ育ちました。片親に育てら

れ、決して裕福ではありませんでしたが、感謝する心を
母から教わりました。その教えは今でも大切にしていま
す。そのお陰か、今、妻と２人の娘に囲まれ幸せを感じ
ながら日々過ごしています。ちなみに上の娘が小学校２
年生で、下の娘は小学校１年生です。親バカと言われて
しまうかもしれませんが、２人ともヒップホップダンス
を習っていて、これからがとても楽しみです。

高梨　博行 会員

インターアクトクラブ提唱のすすめ！

　創立以来ロータリーは、援助を必要とする子供たちに
手を差し伸べようと努めてきました。そして1960年、
ロータリーは、青少年への奉仕に対して、新たな取り組
みを開始しました。青少年の秘められた可能性を見出し
たハロルドT.トーマスＲＩ会長は、青少年に奉仕を奨励
する方法を見つけ出し、青少年が地域社会に対して積極
的に関心を持つよう促し、リーダーとして成長する機会
を青少年に提供するよう、世界中のロータリークラブに
呼びかけたのです。その２年後、米国フロリダ州、メル
ボルンにあるメルボルン高校の23名が集まり、最初の
インターアクトクラブを結成しました。これにより、
ロータリアンは、単に青少年を支援するだけではなく、
提唱ロータリークラブ（後援するロータリークラブ）と
協力して地元や海外で奉仕する機会を青少年に提供する
こととなったのです。それ以来、世界中の多くの地域社
会が、その奉仕活動の恩恵を受けています。
　インターアクトとは、年齢12～18歳までの青少年ま
たは高校生のためのロータリー提唱奉仕クラブで、楽し
く意義のある奉仕プロジェクトや様々な国際交流に参加
する機会を青少年に与えるもので、プログラムを通じ
て、楽しく意義ある奉仕活動を行いながら、リーダーと

の斬新なアイデアをもらっています。
　例年は隣国、韓国研修旅行を実施し国際的な奉仕の機
会を与えていますが、本年は朝鮮半島情勢の悪化が懸念
され、沖縄での研修を（７月29日～８月１日）行いま
した。沖縄研修旅行では日本が抱える国際問題などが凝
縮されており様々なことを学習出来ます。沖縄の悲惨
な戦争体験者の実話、米軍関係者の家庭にショートス
テイし国際的なコミュニケーションの機会も得られ、
短時間の国際交流ではありましたが、涙の別れと感動
の場面もあったようです。
　RI2820地区のインターアクトクラブは現在５クラブ
で、下記表の通りです。(10/１現在)
　全世界19,189クラブ441,278人、日本で提唱され
ているインターアクトクラブ数は現在594クラブで
す。2820地区での提唱クラブの数は残念ながら一番少
ない状態で、地区としての活動が厳しい状況です。今回
の卓話で、水戸南ＲＣ皆様には、さらにインターアクト
の活動を広く知っていただき、更なるご理解と御協力
のもと、インターアクトクラブの設立を宜しくお願い
いたします。

インターアクト委員長　衣笠　勤 氏（水戸RC）
国際ロータリー第2820地区

インターアクトクラブ スポンサークラブ 創立年月日会員数
しての力を身につけ、
新しい友人を作ってい
ます。一方、提唱ロー
タリークラブは、将来
のロータリアンの育成
に努めるかたわら、プ
ロジェクトにおいてイ
ンターアクターの力を
借り、また、奉仕活動
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あり、尊敬もしています。
　会社としてはまだまだですが、今までに培ってきた
様々な経験をいかして頑張っています。その頑張った中
から、今までの恩返しの意味でも、微力ながら地域や社
会に貢献していきたい！という思いから、ロータリーク
ラブへ入会させていただきました。
　きっかけは娘の同級生でした。下の娘のクラスに４
人、こどもの里という施設から通う子供さんたちがいま
す。こどもの里は、様々な事情から、親による養育が困
難な子供のための児童養護施設です。子供に罪はありま
せん。施設に入所せざるを得ない子供たちにも、少しで
も夢や希望を持ってもらいたい！笑顔でいてもらいた
い！という気持ち。そして、私が片親に育てられた経
験から、何かできることはないかと考えるようになり
ました。
　先日、こどもの里に企業として訪問させていただき、
色々な物の寄付や、お手伝いをさせていただきました。
社員もこのような奉仕活動に賛同してくれています。
　こんな私でも目標の一つを実現できました。目指して
進み続ければ実現できる！ということを胸に、子供たち
にも頑張って欲しいと思います。
　まとまらない話で申し訳ありませんが、奉仕の心と感
謝の気持ちを忘れず、皆が笑顔で幸せになれるよう、私
自身も頑張ってまいります。
　ご清聴ありがとうございました。

　対して私はどうだったかと言うと、遊んでばかりい
て、全然勉強をしない子供でした。先日子供の授業参観
に行ってきたのですが、私が子供の頃担任をしてくれた
先生に、なんと20数年ぶりに再会しました。その時先
生に「高梨、人は変わるものだな～」としみじみ言われ
てしまいました。そんな子供時代を過ごしてきました。
　その後、小瀬高等学校を卒業し、陸上自衛隊に入隊し
ました。２年後に除隊し、初めて建築業界に入りまし
た。ご存知かもしれませんが、建築物には柱などの木材
や床材、キッチンやトイレなどの水廻り商品など、数多
くの部材が必要になります。そういった材料をおろす問
屋で12年働きました。まずは、現場に材料を運ぶドラ
イバーからスタートです。12kg以上もある木材を肩に
担ぎ、階段を駆け上がることもありました。そんな下積
み時代でも、音を上げずに頑張った甲斐があり、県内の
全問屋で５本の指に入るほどの売上を上げることができ
るまでになりました。
　その後一念発起して起業し、今年で３年を迎えること
ができました。
　本当にありがたいことですが、独立を決意した際、当
時の上司や取引先のお客様だった方々が、たくさん力を
貸してくださいました。中には、自分が勤めている会社
を退職してまで、一緒に会社の立上げを手伝ってくれた
仲間もいます。自分一人では何もできない私のもとに集
まってくれ、社員にはとても感謝しています。奇跡では
ないかと思えるほど、今いる社員は皆私よりもスキルが

日　時　平成28年11月28日㈪　18:30～

場　所　「天天」　水戸市泉町2-3-2 中央ビルＢ１Ｆ

出席者　役　員　　綿引甚介　　鈴木憲一　　米田英雄　　赤岩賢二　　根本　次
理　事　　河野正政　　奈良早苗　　斎藤孝夫　　髙野　賢　　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　　川﨑紀子　　及川　譲　　米川幸喜　　松本隆史

議　題 
①　12月プログラムについて 《承認》
②　韓国清州西原RC創立30周年訪問費用について 《承認》
③　戦略計画（案）について 《承認》
④　2017-2018年度　地区委員候補者について 《承認》
⑤　2017-2018年度　理事役職変更について 《承認》
⑥　新年家族例会費用について 《承認》

保留事項
特に無し。

次回定例理事会
１．日時　平成28年12月26日㈪ 　理事会18:30～　懇親会19:30～
２．場所　「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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イニシエーションスピーチ

　こんにちは。ただいまご紹介にあずかりました、新人
の高梨博行と申します。
　水戸の泉町で建築の仕事に携わっております。どうぞ
よろしくお願いいたします。あがり症なもので、原稿を
読むことをお許しください。
　私は1980年生まれの36歳で、旧大宮町、今の常陸
大宮市役所の近くで生まれ育ちました。片親に育てら

れ、決して裕福ではありませんでしたが、感謝する心を
母から教わりました。その教えは今でも大切にしていま
す。そのお陰か、今、妻と２人の娘に囲まれ幸せを感じ
ながら日々過ごしています。ちなみに上の娘が小学校２
年生で、下の娘は小学校１年生です。親バカと言われて
しまうかもしれませんが、２人ともヒップホップダンス
を習っていて、これからがとても楽しみです。

高梨　博行 会員

インターアクトクラブ提唱のすすめ！

　創立以来ロータリーは、援助を必要とする子供たちに
手を差し伸べようと努めてきました。そして1960年、
ロータリーは、青少年への奉仕に対して、新たな取り組
みを開始しました。青少年の秘められた可能性を見出し
たハロルドT.トーマスＲＩ会長は、青少年に奉仕を奨励
する方法を見つけ出し、青少年が地域社会に対して積極
的に関心を持つよう促し、リーダーとして成長する機会
を青少年に提供するよう、世界中のロータリークラブに
呼びかけたのです。その２年後、米国フロリダ州、メル
ボルンにあるメルボルン高校の23名が集まり、最初の
インターアクトクラブを結成しました。これにより、
ロータリアンは、単に青少年を支援するだけではなく、
提唱ロータリークラブ（後援するロータリークラブ）と
協力して地元や海外で奉仕する機会を青少年に提供する
こととなったのです。それ以来、世界中の多くの地域社
会が、その奉仕活動の恩恵を受けています。
　インターアクトとは、年齢12～18歳までの青少年ま
たは高校生のためのロータリー提唱奉仕クラブで、楽し
く意義のある奉仕プロジェクトや様々な国際交流に参加
する機会を青少年に与えるもので、プログラムを通じ
て、楽しく意義ある奉仕活動を行いながら、リーダーと

の斬新なアイデアをもらっています。
　例年は隣国、韓国研修旅行を実施し国際的な奉仕の機
会を与えていますが、本年は朝鮮半島情勢の悪化が懸念
され、沖縄での研修を（７月29日～８月１日）行いま
した。沖縄研修旅行では日本が抱える国際問題などが凝
縮されており様々なことを学習出来ます。沖縄の悲惨
な戦争体験者の実話、米軍関係者の家庭にショートス
テイし国際的なコミュニケーションの機会も得られ、
短時間の国際交流ではありましたが、涙の別れと感動
の場面もあったようです。
　RI2820地区のインターアクトクラブは現在５クラブ
で、下記表の通りです。(10/１現在)
　全世界19,189クラブ441,278人、日本で提唱され
ているインターアクトクラブ数は現在594クラブで
す。2820地区での提唱クラブの数は残念ながら一番少
ない状態で、地区としての活動が厳しい状況です。今回
の卓話で、水戸南ＲＣ皆様には、さらにインターアクト
の活動を広く知っていただき、更なるご理解と御協力
のもと、インターアクトクラブの設立を宜しくお願い
いたします。

インターアクト委員長　衣笠　勤 氏（水戸RC）
国際ロータリー第2820地区

インターアクトクラブ スポンサークラブ 創立年月日会員数
しての力を身につけ、
新しい友人を作ってい
ます。一方、提唱ロー
タリークラブは、将来
のロータリアンの育成
に努めるかたわら、プ
ロジェクトにおいてイ
ンターアクターの力を
借り、また、奉仕活動
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あり、尊敬もしています。
　会社としてはまだまだですが、今までに培ってきた
様々な経験をいかして頑張っています。その頑張った中
から、今までの恩返しの意味でも、微力ながら地域や社
会に貢献していきたい！という思いから、ロータリーク
ラブへ入会させていただきました。
　きっかけは娘の同級生でした。下の娘のクラスに４
人、こどもの里という施設から通う子供さんたちがいま
す。こどもの里は、様々な事情から、親による養育が困
難な子供のための児童養護施設です。子供に罪はありま
せん。施設に入所せざるを得ない子供たちにも、少しで
も夢や希望を持ってもらいたい！笑顔でいてもらいた
い！という気持ち。そして、私が片親に育てられた経
験から、何かできることはないかと考えるようになり
ました。
　先日、こどもの里に企業として訪問させていただき、
色々な物の寄付や、お手伝いをさせていただきました。
社員もこのような奉仕活動に賛同してくれています。
　こんな私でも目標の一つを実現できました。目指して
進み続ければ実現できる！ということを胸に、子供たち
にも頑張って欲しいと思います。
　まとまらない話で申し訳ありませんが、奉仕の心と感
謝の気持ちを忘れず、皆が笑顔で幸せになれるよう、私
自身も頑張ってまいります。
　ご清聴ありがとうございました。

　対して私はどうだったかと言うと、遊んでばかりい
て、全然勉強をしない子供でした。先日子供の授業参観
に行ってきたのですが、私が子供の頃担任をしてくれた
先生に、なんと20数年ぶりに再会しました。その時先
生に「高梨、人は変わるものだな～」としみじみ言われ
てしまいました。そんな子供時代を過ごしてきました。
　その後、小瀬高等学校を卒業し、陸上自衛隊に入隊し
ました。２年後に除隊し、初めて建築業界に入りまし
た。ご存知かもしれませんが、建築物には柱などの木材
や床材、キッチンやトイレなどの水廻り商品など、数多
くの部材が必要になります。そういった材料をおろす問
屋で12年働きました。まずは、現場に材料を運ぶドラ
イバーからスタートです。12kg以上もある木材を肩に
担ぎ、階段を駆け上がることもありました。そんな下積
み時代でも、音を上げずに頑張った甲斐があり、県内の
全問屋で５本の指に入るほどの売上を上げることができ
るまでになりました。
　その後一念発起して起業し、今年で３年を迎えること
ができました。
　本当にありがたいことですが、独立を決意した際、当
時の上司や取引先のお客様だった方々が、たくさん力を
貸してくださいました。中には、自分が勤めている会社
を退職してまで、一緒に会社の立上げを手伝ってくれた
仲間もいます。自分一人では何もできない私のもとに集
まってくれ、社員にはとても感謝しています。奇跡では
ないかと思えるほど、今いる社員は皆私よりもスキルが

日　時　平成28年11月28日㈪　18:30～

場　所　「天天」　水戸市泉町2-3-2 中央ビルＢ１Ｆ

出席者　役　員　　綿引甚介　　鈴木憲一　　米田英雄　　赤岩賢二　　根本　次
理　事　　河野正政　　奈良早苗　　斎藤孝夫　　髙野　賢　　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　　川﨑紀子　　及川　譲　　米川幸喜　　松本隆史

議　題 
①　12月プログラムについて 《承認》
②　韓国清州西原RC創立30周年訪問費用について 《承認》
③　戦略計画（案）について 《承認》
④　2017-2018年度　地区委員候補者について 《承認》
⑤　2017-2018年度　理事役職変更について 《承認》
⑥　新年家族例会費用について 《承認》

保留事項
特に無し。

次回定例理事会
１．日時　平成28年12月26日㈪ 　理事会18:30～　懇親会19:30～
２．場所　「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６回定例理事会　議事録

11月の卓話11月の卓話
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イニシエーションスピーチ

　こんにちは。ただいまご紹介にあずかりました、新人
の高梨博行と申します。
　水戸の泉町で建築の仕事に携わっております。どうぞ
よろしくお願いいたします。あがり症なもので、原稿を
読むことをお許しください。
　私は1980年生まれの36歳で、旧大宮町、今の常陸
大宮市役所の近くで生まれ育ちました。片親に育てら

れ、決して裕福ではありませんでしたが、感謝する心を
母から教わりました。その教えは今でも大切にしていま
す。そのお陰か、今、妻と２人の娘に囲まれ幸せを感じ
ながら日々過ごしています。ちなみに上の娘が小学校２
年生で、下の娘は小学校１年生です。親バカと言われて
しまうかもしれませんが、２人ともヒップホップダンス
を習っていて、これからがとても楽しみです。

高梨　博行 会員

インターアクトクラブ提唱のすすめ！

　創立以来ロータリーは、援助を必要とする子供たちに
手を差し伸べようと努めてきました。そして1960年、
ロータリーは、青少年への奉仕に対して、新たな取り組
みを開始しました。青少年の秘められた可能性を見出し
たハロルドT.トーマスＲＩ会長は、青少年に奉仕を奨励
する方法を見つけ出し、青少年が地域社会に対して積極
的に関心を持つよう促し、リーダーとして成長する機会
を青少年に提供するよう、世界中のロータリークラブに
呼びかけたのです。その２年後、米国フロリダ州、メル
ボルンにあるメルボルン高校の23名が集まり、最初の
インターアクトクラブを結成しました。これにより、
ロータリアンは、単に青少年を支援するだけではなく、
提唱ロータリークラブ（後援するロータリークラブ）と
協力して地元や海外で奉仕する機会を青少年に提供する
こととなったのです。それ以来、世界中の多くの地域社
会が、その奉仕活動の恩恵を受けています。
　インターアクトとは、年齢12～18歳までの青少年ま
たは高校生のためのロータリー提唱奉仕クラブで、楽し
く意義のある奉仕プロジェクトや様々な国際交流に参加
する機会を青少年に与えるもので、プログラムを通じ
て、楽しく意義ある奉仕活動を行いながら、リーダーと

の斬新なアイデアをもらっています。
　例年は隣国、韓国研修旅行を実施し国際的な奉仕の機
会を与えていますが、本年は朝鮮半島情勢の悪化が懸念
され、沖縄での研修を（７月29日～８月１日）行いま
した。沖縄研修旅行では日本が抱える国際問題などが凝
縮されており様々なことを学習出来ます。沖縄の悲惨
な戦争体験者の実話、米軍関係者の家庭にショートス
テイし国際的なコミュニケーションの機会も得られ、
短時間の国際交流ではありましたが、涙の別れと感動
の場面もあったようです。
　RI2820地区のインターアクトクラブは現在５クラブ
で、下記表の通りです。(10/１現在)
　全世界19,189クラブ441,278人、日本で提唱され
ているインターアクトクラブ数は現在594クラブで
す。2820地区での提唱クラブの数は残念ながら一番少
ない状態で、地区としての活動が厳しい状況です。今回
の卓話で、水戸南ＲＣ皆様には、さらにインターアクト
の活動を広く知っていただき、更なるご理解と御協力
のもと、インターアクトクラブの設立を宜しくお願い
いたします。

インターアクト委員長　衣笠　勤 氏（水戸RC）
国際ロータリー第2820地区

インターアクトクラブ スポンサークラブ 創立年月日会員数
しての力を身につけ、
新しい友人を作ってい
ます。一方、提唱ロー
タリークラブは、将来
のロータリアンの育成
に努めるかたわら、プ
ロジェクトにおいてイ
ンターアクターの力を
借り、また、奉仕活動



ロータリーの時間「ロータリーの思
い出について」　塩沢富夫会員

「11月誕生祝」上野会員、二川会員おめでとうご
ざいます。

クラブ懇談会　乾杯の様子 クラブ懇談会の様子

11月誕生祝を代表して、上野義哉会
員の挨拶

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

11月第４例会 11月25日（金）

焼八寸　鮭曙焼き　松笠慈姑　小松菜お浸し　鶏照焼き
海月　玉子寄せ　生姜生ハム巻き　常陸大黒豆

揚　物　天婦羅　海老　あわび茸　鯊　獅子唐
煮　物　金目鯛　栗麩　梅人参　小角南瓜　隠元
食　事　俵押し　奈良漬
止　椀　浅蜊汁

会食メニュー

米田英雄会員……
工藤貴正会員……
川上正一会員……
軍司由佳会員……

川﨑紀子会員……
金原和美会員……

石井浩一会員……
人見光一会員……
石川啓司会員……

■ニコニコBOX（11月25日（金）扱）

水戸RC　　秋山現信会員
■ビジター

この計　　 9件　　 35,000円
月　計　　 50件　　 191,000円
累　計　　280件　　1,003,000円

11月誕生日の皆様おめでとうございます。
お久し振りです。
誕生祝い有難うございます。
12月３日のおひさま食堂楽しみですね。宜しく
お願いします。
昨日の雪には、ビックリしましたね。
12月３日、おひさま食堂プレオープンです！皆
様の御協力どうぞ宜しくお願い申し上げます。
11月誕生日の皆様おめでとうございます。
11月誕生日の方、おめでとうございます。
40年前、大学時代のクラブ活動で一緒に活動し
ていた戸板女子のペコに老後の面倒を見てもらう
ことになりました。

■会員メークアップ
11/21　ワールド大阪REC　　工藤貴正
11/22　水戸RC　　亀山義孝
11/23　2680地区HYOGO REC　　石川啓司
11/25　日本REC2650　　　髙野　賢

■財団BOX（11月25日（金）扱）
笹館康男会員……財団の友献金（第７回）

$100　10,200円（累計$11,700）
長谷川國雄会員…財団の友献金（第８～10、１・２回）

$500　51,000円（累計$10,200）
金澤一史会員……財団の友献金　ポリオプラス（第４回）

$100　10,200円（累計 $8,400）
松本隆史会員……財団の友献金（第２回）

$100　10,200円（累計 $5,200）
深谷　智会員……財団の友献金（第４回）

$100　10,200円（累計 $3,400）
兼子充裕会員……財団の友献金（第２回）

$100　10,200円（累計 $3,200）
島根昌明会員……財団の友献金（第９回）

$100　10,200円（累計 $2,900）
一毛裕之会員……財団の友献金（第４回）

$100　10,200円（累計 $2,400）
宇留野秀一会員…財団の友献金（第６回）

$100　10,200円（累計 $600）
鈴木忠夫会員……財団の友献金（第２・３回）

$200　20,400円（累計 $300）
二川隆司会員……財団の友献金（第１回）

$100　10,200円（累計 $100）
根本直哉会員……財団の友献金（第１回）

$100　10,200円（累計 $100）

この計　　　12件　　　$1,700　　　173,400円

■米山BOX（11月25日（金）扱）
大森三男会員……準米山功労者献金（第10回）

10,000円（累計100,000円）
高梨博行会員……準米山功労者献金（第１回）

10,000円（累計 10,000円）

この計　　　２件　　　20,000円

１. 12月のロータリーレート
１ドル＝106円

２. ロータリー財団及び米山記念奨学への献金について
控除証明書等の手続きの為、平成28年のロータリ
ー財団BOX・米山BOXへの献金は、12月第２例
会の12月９日㈮までとさせていただきます。

３. 第１回こども食堂（おひさま食堂）が開催されます。
日　時：12月３日㈯ 　11:30～14:00
場　所：緑岡市民センター　水戸市見川町2563
集合時間：調理担当者　8:30までに集合
　　　　作業担当者　9:30までに集合
　　　　（メークアップ出席扱いとなります。）

４. 地区国際奉仕セミナーが開催されます。
日　時：12月４日㈰　10:00～　
場　所：ホテルグランド東雲　TEL.029-856-2211 
出席者：髙野　賢国際奉仕委員長

５. 第３回SRGコンペ及び、SRG忘年会が開催されます。
日　時：12月４日㈰
場　所：サザンヤードカントリークラブ　　　

東茨城郡城里町下古内776
TEL.029-288-6000

プレー費：17,500円
　　　　（キャディー費・昼食・ワンドリンク込）
SRG会費：3,000円　　忘年会「でん助」18:00～

６. 次回例会日程
日　時：12月９日㈮　12:30～
場　所：水戸プラザホテル
内　容：卓話「疾病予防と治療月間に因んで」　　

　水戸メンタルクリニック
院長　高尾哲也氏（水戸RC）

Vol.44  No20（第2089）－１ 2016年（平成28年）12月２日（金）
疾病予防と治療月間

12月第１例会プログラム
2016年12月２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 笹館康男会員
 5. 米山功労者感謝状及びメジャードナーピン伝達

佐藤　衛会員（第20回）
大金　誠会員（第７回）　深谷　智会員（第２回）

 6. 雑誌の時間 雑誌委員会
 7. 会　食
 8. 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）
 9. 幹事報告
10. 年次総会 議長 綿引甚介会長

①2017-2018年度　理事・役員選出
②戦略計画案について

11. 上半期を顧みて 綿引甚介会長、米田英雄幹事
12. 点鐘・閉会
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前　週訂正出席率69.23％
前々週訂正出席率76.84％99名 56名 43名 63.64％11月第４例会（11月25日）

出席状況


