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表紙写真 中

田

友

一（写真家・栃木県在住）

真っ青な空に白い雲が西から東へ流れていた。水面に雲がきれいに映っていたので、
橋の上から形のよい雲がくるのを待って撮影した。夕方になると白い雲は形が崩れ、
なくなってしまった。
（ 2015年8月中旬午後3時頃・谷中橋付近）

題

字

小森谷

美恵子（書家・古河市在住）

Ejtusjdu!3931
District 2820

ガバナーメッセージ
「会員増強月間によせて」
国際ロータリー第2820地区
ガバナー

白

戸

仲

久

（古河中央RC）

RIには7月を除き、毎月特別月間が設けられてい

が、
ロータリアンは基本的に皆平等・対等です。会社

ます。
今月8月はロータリーで最優先項目と言われて

等と異なって縦割り社会ではありません。又、師弟関

いる会員増強・新クラブ結成推進月間です。今、
自分

係でも無いと思います。
人には資質と言うものがあり

がガバナーになり、
私の入会のきっかけはどうだった

ますが、会員を推薦する場合、先ずは協調性を重ん

ろうかと振り返ってみると、古河ロータリークラブが

じることだと思います。
よく聞く話です。
あの人が居る

創立され10年目のことでした。時の会長は私と同じ

から止めるとか入会しないとかあるでしょう。
さらに

総和町に在住する御方で、私達の町にはロータリア

もう一つは謙虚さのある人だと思います。年上の人

ンは唯一彼だけでした。
「俺が会長になったからには

は勿論です。年下の人でも○○さんと言える素直な

我が町からロータリアンを増強したい」
と私共にも声

謙虚さです。片っ端から○○君とか或いは呼び捨て

が掛り、我が町から同時に3人入会したことを記憶し

にする、
自分程偉い人はいないだろう等と自己中心

ております。40年前の会長も会員増強に余念があり

では周囲の人は被害者になってしまいます。

ませんでした。
ロータリーの歴史は会員増強の歴史
と言っても過言ではありません。
そして、20数年在籍した同クラブよりガバナーを

このようなことを申し上げると、
ガバナーの言うよ
うな理想的な人などどこにもいないよ、
との声がきこ
えてきそうですが、
ロータリークラブに入会された後、

輩出することとなり、
ガバナーノミニーより
「2年後ガ

そのような人間になってもらえるよう、先輩ロータリ

バナーに就任した時には新クラブを拡大することが

アンのリーダーシップと一人一人が品性を高める努

命題なんです。
白戸君協力をしてくれないか」
とお願

力をすることです。
「朱に交われば赤くなる」
という諺

いされ、
総和ロータリークラブ
（現：古河中央）
を創立

があります。そして増強は永遠のテーマです。
「数は

することに至っております。

力なり」
ですから自分を磨きたいと思う向上心を持

私はロータリー会員として40年在籍しております

つ同士を増やそうではありませんか。
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カウンセラーメッセージ
クラブ奉仕担当カウンセラー

井

上

壽

博

（水戸 RC）

◎ワンポイント自己紹介
Ｏ型、
おとめ座、孫２人
最近、酒のつまみは鯖缶（水煮とトッピング）
座右の銘 冷たい手に暖かい心（ドイツの諺）

会員増強月間によせて

会員増強はロータリーにとって永遠のテーマです。
ロータリーだけでなく、すべての組織にとって会員増強は
必要不可欠であります。
しかし、近年は「ロータリーの魅力度が下がった」
とか「量より質を大事にするべきだ」
と
いうようなことが繰り返し主張されていることも事実です。新年度を迎え、会員増強・拡大についての重要性を再
認識し、会員１人ひとりが友人や新しい仲間を増やす行動を起こす絶好の機会です。
ロータリーの友（H28年6月）
ロータリーの明日2016年規定審議会レポート読みましたか。
クラブへの影響が
大きい立法案、制定案についていくつか紹介されています。新年度を迎え、
「ロータリークラブ細則」
を変更のた
め理事会を急遽開催されていることと思います。関心が高まる中、白戸ガバナーのスタートとして、会員増強・拡
大セミナー（5月22日）が開催され、井澤総括委員長は板垣忍さん
（前橋RC）
を招聘いたしております。
ガバナー
地区スローガン
「ロータリーに魅力を・一人一人が輝きを！」
を実現するために地区クラブ奉仕研究会（7月10日）
では、
ゲストスピーカーに二神典子「ロータリーの友」編集長と伺っております。時代の流れが大きく変革する、誠
に願ったり叶ったりです。期待が多いことでしょう。
月信での報告に目を向けて下さい。
結びにクラブ奉仕委員の皆様の活躍と会員増強委員長による素晴らしい効果が得られることを更に期待して
おります。

総括委員長メッセージ
クラブ奉仕総括委員長

井

澤

卓

司

（水戸南 RC）

会員増強月間によせて

◎ワンポイント自己紹介
好きな言葉
倫理と高潔性（Ethics and Integrity）
多様性（Diversity）

国際ロータリーが掲げる戦略計画＝３つの優先項目
（クラブのサポートと強化 人道的奉仕の重点化と増加
公共イメージと認知度の向上）及び、中核的価値観（親睦 高潔性 多様性 奉仕 リーダーシップ）
は、
「ロー
タリーとは何か」
「ロータリーとは何をする団体なのか」
を理解するのに最適です。冒頭に触れた
「高潔性」はい
かにもロータリーらしい概念ですが、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についても百人百様で、私はこれこそロータリーの魅力だと思います。
2016年規定審議会に象徴される国際ロータリーの方向性や在り方に対し、
ロータリーの哲学や理念を置き
去りにしている、
との根強い批判があります。
「会員増強はロータリー運動の結果であり、目的ではないことを再
考すべきです。公共イメージは高めるものではなく、高まるものだと気付かなければなりません」は『ロータリー
の友』
に寄せられた代表的な意見です。
しかしロータリー100年の歩みは、二度の世界大戦や世界恐慌など国際社会の荒波を乗り越えてきた歴史で
す。
「最も強い者が生き残るのではない。最も賢い者が生き延びるわけでもない。唯一生き残るのは変化できる
者である」チャールズ・ダーウィンの一節にあるように、国際ロータリーが時代の変化を敏感に捉え、柔軟に自己
変革を重ねたゆえ今日がある、
との私の持論をメッセージとして掲載させて頂きました。
尚、白戸年度のクラブ奉仕委員会の事業計画・活動方針については、地区研修・協議会報告書に詳しく記載し
ましたので、
ご一読ください。
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会員増強委員長

完

賀

浩

光

◎ワンポイント自己紹介
うお座 A型 左利き

（土浦南 RC）

国際ロータリー、
ジョン・ジャーム会長は「私たちが目指すのは、単にロータリアンの数を増やすことではなく、
ロータリーによる、善き活動をより多く実現させ、将来にロータリーのリーダーとなれるロータリアンを増やすこ
とです」
と述べています。
そしてその上で、本年度RIの優先項目のひとつに
『地区全体の会員数を3％増やすこと』
を掲げています。
また
白戸ガバナーは地区目標の一つとして
『会員増強と会員維持率の向上 純増3％』
を謳われました。
会員増強は、
ただ単にクラブのメンバーを増やすだけではなく、増『強』の字のごとく強くすること、すなわち
個々のメンバーの資質向上を図ること、併せて会員間の絆をより強固にし、
さらにその絆をもって、
クラブの活性
化に寄与するものでなければならないと考えております。微力ですが、地区内各クラブ活性化のお手伝い、
そし
て運営のサポーターとして、汗をかかせていただきます。一年間よろしくお願いいたします。

「クラブ管理運営委員長として」
クラブ管理運営委員長

笠

倉

勉

（しもだて紫水 RC）

昨年度に続き、
クラブ管理運営委員長を努めさせていただくことになりました、笠倉勉です。今年度も、
ロータ
リーの理解を更に広げる為に
「MｙRotary」
の登録者を増やし、活用推進をしていきます。
また、
「クラブセントラ
ル」
は10以上の目標設定クラブを増やしていきたいと思います。
他のクラブの例会に出席する、
メークアップですが、
自クラブに欠席した場合で行く時もありますが、私は、近隣
に行った時の昼食場として、近くのロータリークラブの例会開催クラブにメークアップして、昼食を食べます。現
在2820地区内で25クラブ、他地区で13クラブでメークアップしてます。様々な昼食もでき、他のクラブも見るこ
ともでき、いろんな人との出会いもあり、
そして、出席率も向上しますので、
メークアップ、皆さんも、幅広く利用し
て、楽しんで下さい。

広報・雑誌委員長

永

井

教

子

（水戸西 RC）

◎ワンポイント自己紹介
昨年の委員から
『姉さん』
と呼ばれ本年度の委員からは『親
分』
と呼ばれる委員長です。
家族からは
『夢みる夢子』
と呼ばれています。

昨年地区デビューし、今年、広報・雑誌委員長二年目。
ロータリーの公共イメージと認識向上に力を注ぎ“市民の4割が全くロータリーを知らない”を打破、10割を目
指し邁進します。
茨城新聞へ投稿連載をはじめて10年の歴史を持つ『ロータリー情報館』。今年も各クラブへ依頼し、
クラブ活
動・奉仕活動を一般市民の方々に知っていただくよう努力してまいります。茨城新聞だけでなく各メディア、
テレ
ビ・ラジオ等へのアピールも勧め、積極的におらがクラブを宣伝するよう呼びかけていきます。
それにより魅力あ
るロータリークラブに是非入会したいと会員増強に繋がれば何よりの喜びです。
また、毎月届く
『ロータリーの友』、見出しのみを目で追うのではなく縦書き・横書き全て読み砕き、
日本全国の
ロータリークラブ活動を知り、世界のロータリアンの声に目を耳を向けていただくよう働きかけていきたいと
思っております。
皆さまの深いご理解ご協力ご支援よろしくお願いいたします。
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地区委員長紹介

ホームぺージ運営委員長

小

林

正

典

（古河中央 RC）

◎ワンポイント自己紹介
血液型Ａ型、
さそり座、古河市（旧三和町）
で造り酒屋の長男
として生れ、40歳で社会福祉法人和風会を設立、特養秋明
館を中心とした介護事業を展開。趣味：園芸、
バラ栽培、料理
（特にイタリアンと中華）、50歳を過ぎてから急に体を鍛えは
じめ、ほぼ毎日5㎞以上ジョギングをしてシックスパックを目
指しています。

白戸ガバナーの下、
ホームページ運営委員長を拝命いたしました小林正典と申します。1年間、
よろしくお願い
申し上げます。
私自身は、
ホームページ（以後、HP）
の技術的なことに精通しておりませんので、
この役職を拝命した際に大変
困惑いたしました。準備を進めていくなかで、前任の竜ヶ崎RC杉野さんのアドバイスもあり、藤居年度より当地区
HP更新のお手伝いをいただいている大森さんの協力をいただけることとなり、何とか、引き継がせていただい
ています。従いまして、昨年度と、HP表面上の構成は同様でありますが、
パソコンの技術は日進月歩です。表面上
の変更はありませんが、動かすソフト等の変更はしていく予定です。
今年度も地区内の例会や様々な事業等の情報をHPにアップさせていただきます。
ご協力の程よろしくお願い
申し上げます。

情報委員長

大久保

博

之

◎ワンポイント自己紹介
小学校の校長を務めております。

（水戸 RC）

この度地区情報委員長を拝命しました大久保です。
①当委員会の使命は各クラブ会員満足度の調査を行い、
各クラブのどこに力点を置いて改善をして、
ロータリー
クラブ満足度を高めていくかをお手伝いすること。
②RIの規定審議会で大きな変更があり、各クラブの対応、細則の変更の助言を担当することになりました。
ロータリークラブはまさしく過渡期に来ています。各クラブの自主性を保ちながら、RIとの橋渡しができるよう
にがんばります。

職業奉仕総括委員長

木

村

薫

◎ワンポイント自己紹介
最近、
メタボになりつつあるので、節制したいと思います。

（水戸東 RC）

2016－2017年度の職業奉仕総括委員長を仰せつかりました水戸東RCの木村薫と申します。
どうぞよろしく
お願い申し上げます。
さて、職業奉仕とは何かと考えると、哲学的で難しいと言われます。
しかしながら、何も難しく考えることはあり
ません。
ロータリアンは、仕事を通して世の中のために奉仕活動をしているのです。今年度のRIテーマである
「人
類に奉仕するロータリー」はまさに職業奉仕そのものです。
自分の仕事に誇りを持って活動していただきたいと
思います。
地区研修・協議会において、私は、次のことを実行していただけますように各クラブにお願いを致しました。
１．職業奉仕の歴史を認識して奉仕活動の推進を図る
２．各クラブの活動内容を情報共有し、今後の奉仕活動に反映する
３．
クラブの活動方針に従って、会員全員で職業奉仕を実践する
今年一年、微力ながら一所懸命に責務を果たしてまいりたいと存じます。
どうか皆様のご指導・ご協力をお願
い申し上げます。
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社会奉仕総括委員長

村

山

潤

一

（北茨城 RC）

◎ワンポイント自己紹介
Ａ型・てんびん座でありながらバランスがいまいち。
トレッキングの趣味あり。
毎朝5㎞ジョギング＆地域ラジオ体操参加。
友に感謝「酒と仲間と美食と会話」
を旨とする。

北茨城RC第20代会長（1993～1994年度）
を務める。
地区内最年少（43歳）会長であった為か何も分からず無我夢中でした。
ロータリーで職業奉仕を学んだ事は、
生業とする建築業の重要性とその責任を深く認識する足掛かりと成りました。感謝致しております。
ロータリアンとして28年、やっとロータリーが日常生活の中に浸透して来たような気がします。近年世界の
ロータリーが少しずつ変化をしてきていますが、
その制約・条件が変わろうとも入会の当初より大事にしてきた
ロータリーへの解釈は、いちロータリアンのポリシーとして大切にし、是からも自問自答の鏡にして行きたいと思
います。地区委員として継続3年、
とても勉強に成っています。
今後共より一層地区委員会と各クラブとの距離間を小さくし、連携の取れる状況を生み出していけるよう努め
てまいります。

青少年奉仕総括委員長

稲

本

修

一

◎ワンポイント自己紹介
おやじバンドのボーカル担当
ゴルフ

（土浦南 RC）

かつて、
ジアイ元RI会長は、若い人々にロータリーのプログラムと活動にもっと参加してもらうことこそ、
ロータ
リーの将来を確かなものとするためのカギである、
と申されておりました。残念ながら、当地区のインターアクトク
ラブもローターアクトクラブも、他地区と比較すると最低レベルのクラブ数です。第2820地区の将来のためにも
拡大が大きな命題であります。１クラブで難しい場合は複数クラブで作ることも可能です。各ロータリークラブが
魅力ある青少年のプログラムを創造してくださり、
それをインターアクトやローターアクトの設立に繋げていただ
ければ幸いです。
ライラのプログラムは、社会性や協調性を育み、
コミュニケーション能力を高め、次世代のロー
タリアンを育てる大切な機会です。ぜひとも皆様のクラブに関係のある若者を多数ライラに派遣してください。
青少年交換は、若いときに世界を見、体験できる貴重なプログラムです。奮って応募してください。１年間よろし
くお願い申し上げます。
◎ワンポイント自己紹介

インターアクト委員長

衣

笠

勤
（水戸 RC）

O型・蠍座、妻、一男三女、孫が1人います。
数年前までは毎日のように１キロ程泳いでいましたが，現在は運動らし
いことをしていません。先日１年ぶりに娘に連れられて泳いだくらいです。
強いて言えば、仕事ですかね。
（趣味といえるかどうか？）
座右の銘はあまり考えたことがありませんが、“切磋琢磨”とか“思いやり”
という気持ちで生きています。

インターアクトクラブは、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す。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594クラブです。RI2820地区での提唱クラブは５クラブで、残
念ながら国内で一番少なく、地区としての活動が厳しい状況です。
現在、
インターアクトクラブへの提唱を願う高校のボランティアクラブがあります。ぜひロータリークラブがスポンサーとなってインターアクトクラブの設立をお願い致します。
例年は、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、昨年は韓国でＭＥＲＳが流行し、急遽、沖縄研修旅行に変更されました。沖縄の悲惨な戦争体験者
の実話を聴くなど、短時間ではありましたが米軍ファミリーとの国際交流を経験して、別れを惜しむ感動の場面もあったようです。本年も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日予定）計画しており、各学校の顧問教諭と最終調整するところです。沖縄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。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ます。
この体験がインターアクトの皆さんにとって、有意義なものとなり、今後活動を継続し拡げるきっかけとなって、
できればローターアクトクラブの活動に繋がってくれればと
願っています。
今年度の青少年奉仕研究会では、
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をいただけるよう努力してまいります。
また提唱ロータリークラブの皆
さんと、高等学校及び顧問の先生方との連携が強まり、
インターアクトクラブ活動を支援するための、具体的な情報交換の場になればと願っています。
本年度のインターアクト年次大会は８月２１日に、茨城キリスト教学園高等学校がホスト校となり提唱クラブの日立港ロータリークラブと共に開催されます。インターアク
ター達の「若い力」が素晴らしい大会運営をしてくれる事を期待しております。
2016-17年度のＲＩテーマは「人類に奉仕するロータリー」
です。RI2820地区のインターアクト事業が、
このテーマの実現に貢献し、国際ロータリー会長賞が受賞できるよ
う更なるご理解とご協力を宜しくお願い申し上げます。
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地区委員長紹介
◎ワンポイント自己紹介

「青少年奉仕研究会によせて」
青少年並びにライラ委員長

戸

谷

聰

子

（つくばシティ RC）

AB型、
さそり座で蜘蛛が巣をはっている型のブローチを愛用しています。
マツ
コデラックスさんと誕生日が同じなので、
なんとなく彼女のファンです。趣味は
短歌の会に入っていて、毎月1回の歌会が楽しみです。美しいことも苦しいこと
も美しく調べることを学びながら短歌を作るようにしています。
また、霞ケ浦マ
ラソンにエントリーして３年目です。地区大会の日程と重なるので出来れば第
３日曜日でない日に地区大会が決まるといいなあと思っています。短い距離
から少しずつ延ばして、
ラン友といろいろなところで走れたらと計画していま
す。地区委員としては青少年奉仕の方で長く活動させていただき、
これからも
皆さんと一緒にロータリーの奉仕の精神を共有してゆきたいと願っています。
よろしくお願い致します。

今年度も青少年奉仕委員の皆様とともに第37回ライラの実施にむけて、
ライラ実行委員会をスタートさせていただきました。
ロータリーは、他者
のために思いやりの心を持った人達が一歩踏み出し、世界を良くするために行動しています。
ライラ
（Rotary Youth Leadership Awards）
は、14～30歳の若者を対象に、
スキルと人格を養い奉仕、高い道徳的規準、平和といったロータリー
の価値観と活動目標を学び、未来を担う青少年の成長を願うプログラムです。将来はロータリアンとして、又自分達の住む地域の良きリーダーに
なって欲しいと私達は考えます。
その積極的な機会を提供するのがライラプログラムです。
第37回ライラは、
「語ってみよう、夢とリーダーシップ」
をテーマとして実施いたします。基調講演は、
「助けあえば自分もみんなも元気になれる」
と
題して日本マネジメントケアリスト協会理事長浅井浩一氏を予定しています。
開催日時 平成28年10月15日
（土）
・16日
（日）
開催場所 県立さしま少年自然の家
研修生の中で最年少の中学生が「来年も参加したい」
という感想を、又、留学生からは「たくさんわからないことがありましたけれどたのしかった
です。
たくさんいい思い出をもらったからです」
といった感想や、一般参加の研修生からは、
「今後周りの人の支えがあって生活ができていることに
感謝し毎日を精一杯生きてゆこうと思う」
という感想をいただきました。
このような研修生からのパワーを生かしてライラ実行委員会のメンバーは、
プログラムの活性化を目指しつつ協力してまいります。皆さまのご参
加をよろしくお願い致します。

「RA（ローターアクター）
との出会い」
ローターアクト委員長

弓

野

博

司

（日立南 RC）

◎ワンポイント自己紹介
性格 「打たれ強い」63歳
趣味 100を切れないゴルフ歴37年
座右の銘 「愚公、山を移す」

人の幸せ不幸せは人との出会いから始まると言われますが、私のＲＡとの出会いは地区から届いた１通の青少年奉仕委員会ローターアクト委
員を委嘱しますという委嘱状からでした。当時私の所属クラブはローターアクトを提唱しておらず何もかも未知の物でありました。何も出来ないと自
分を推薦してくれたクラブに恥じをかかせると思いRACの行事には積極的に参加し理解に努めました。
一緒に活動をしながら彼らに
「発想の柔軟性」、
「行動力」、
「友情の輪」
を見ました。
今のロータリーに必要な人材です。
それが今2820地区には会員数60名しかおりません。30歳で卒会を迎えるからです。卒会式に参加して卒会
者からのロータリーに対しての感謝の言葉を聞いた時に胸が熱くなるのを感じた事は記憶に新しい事です。
青少年奉仕委員会のローターアクト小委員会は特に18歳から30歳までの若い人にロータリーの素晴らしさを教え感動を持って貰う委員会です。
今、私は仕事の上においても後継者を養成する時期に来ており、
まさに組織を未来に繋げていくためには必要な部門であると考えます。将来、
自
分が指導したRAと共にロータリー活動が出来、且つその中からガバナーを輩出する事を夢見て。

青少年交換委員長

鋤

柄

純

忠

（日立港 RC）

◎ワンポイント自己紹介
酉年生まれ、古希を過ぎました。歳を感じることは走れなく
なったことです。趣味は庭の草取りとゴルフ。
ゴルフは、エイ
ジシュートを目指して練習に励んでいます。

青少年交換委員会は3年委員会ともいわれます。
それは、候補者を募集し、適任者を選択し、小さな親善大使
としての心構えをしっかり持ってもらって、出発するのは翌年の8月です。交換先で約1年間ホームステイと学校
に通い、現地の子供たちと一緒に現地の言葉や文化を勉強します。
また、
日本文化の紹介もやっていただきます。
帰ってきたらROTEXとして後輩の指導助言に当たります。
ここまで3年かかるという意味です。逞しく変身して
帰ってくる交換生を迎えるのはこの上ない楽しみです。親元を一年間離れて生活することは大変な決意と努力
が必要ですが、
その実りも限りなく大きなものです。
このプログラムを支える委員会にはガバナーエレクトも必ず
入ることになっています。RIが力を入れている一大事業です。
この一年間、委員の皆さんと協力して実りある成果
を上げたいと思います。
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「若き日のプラント建設の思い出」
青少年奉仕支援アドバイサー

清

水

清
（日立 RC）

◎ワンポイント自己紹介

「A型・蟹座」。
「毎日1万歩の散歩が習慣。長続きさせるコツはJRの時刻表に記

載されている距離をその都度塗り潰すこと」、
「趣味」旅行、
ゴルフと読書、葡萄

の栽培、樹木選定、
「特技」
と言えるものはないが、
アマチュア無線従事者、高
圧ガス作業主任者、特定第一種圧力容器取り扱い主任者、中学・高校・工業高
校教員資格免許、
ガス溶接士、中小企業診断士、生産管理士
座右の銘は、
「和と感謝の心」

私の仕事は、化学機械、発電プラント等、大型装置の製造と建設が主な仕事でした。入社後四年にして、社命により
TOプラント
（空気分離装置）の建設に主任指導員として単身現場に派遣された。以来、
日立製作所を退職するまでの
13年間は、国内は勿論のこと、海外においても同様に現地建設責任者として従事する機会が多かった。建設に携わる
方々の多くは、関連会社、協力会社の方々であり、機器、電気、計装、塗装、建築、土木に関連した職種である。私個人の
みの力では建設工事は纏められないことを強く悟った次第である。最初に派遣された現場では、寝起きをお寺の本堂
に構え、翌日の仕事の段取りなど協力会社の工事長（彼も私同様入社3年目）
と深夜まで相談しながら翌日の段取りを
決めたことが懐かしく思われる。
このような生活はほぼ半年も続いたし、当時は、休日は日曜日のみであったが、工事
の進捗状況の関係から、
月に二日の休日が取れればよいのが当たり前の時代であった。赴任前に先輩から
「思い切っ
て取り組め。失敗の責任は俺がとる」
と言われ尻を叩かれた。私の座右の銘は、実務を通した体験から生まれたもので
「和と感謝の心」
であり、
座右の銘を胸に秘めて仕事に従事してきた。
この悟りは海外プロジェクトにおいても通用した。
人種は違っても人間である限り理解していただけるものである。
今でも感謝に思うことは、人の育成は
「鉄は熱いうちに打て」、
「若いうちに苦労させよ」
の心と実践であると思う。温かく、
しかも厳しく育ててくれた先輩に感謝する。
白戸年度は青少年奉仕支援アドバイサーを担当することになりました。皆様、次世代を担う新世代の育成にクラブ
の奉仕活動を通してご協力いただきたくお願い申し上げます。

国際奉仕総括委員長

瀬

戸

隆

海

（水海道 RC）

◎ワンポイント自己紹介
Ｂ型 かに座
寺の住職をしているにも関わらず、
あちこちと出かける飛び
職もしています。

国際奉仕総括委員長を拝命して、今年度で２年目を迎えます。当地区独自の事業であります「この指とまれ」
は、近年他地区にも紹介され、少しずつ広まってきています。
そういった意味においても、
このプログラムをより一
層、実のあるものにしていきたいと推進してまいります。
さらに、高額の費用がかかる事業においては、財団との
連携により財団の資金を活用するべく、各クラブに啓蒙を図りたいと考えます。
それについては、友好地区である3350地区及び3810地区と連絡を取り合い、
また地区内のクラブが個々に
結ばれている友好関係をフルに活用し、国際奉仕事業を支援していきたいと考えます。

「世界社会奉仕委員会今年度の目標」
世界社会奉仕委員長

大

藤

博

文

（大子 RC）

◎ワンポイント自己紹介
Ａ型、天秤座、娘１人
至福の時：行きつけの浅草のとんかつ屋で冷えた辛口の純
米酒（銘柄？）
を飲みながら、三元豚のロースかつと絶品のメ
ンチかつを食する時

委員長として２年目の本年度も、2820地区独自のプログラムであります“この指とまれ”をもって国際奉仕事
業の支援を行っていきます。一つのクラブでは資金が困難な時や、
もう少し大きな事業を行ないたい時等に“こ
の指とまれ”の提唱クラブとなり、地区内のクラブに事業への賛同を募り、賛同されるクラブがお金を出し合って
事業を支援する独自の相互扶助のプロジェクトであります。前年度は提唱11クラブに160万余りの支援金をい
ただき、
それぞれすばらしい国際奉仕事業が遂行されてます。
しかしながら、提唱クラブが固定化されている面
がありますが、
それぞれすばらしい事業であり、提唱クラブが持っている国際奉仕のノウハウの開示など
〝この指
とまれ〟
の充実を図り、多くのクラブが国際奉仕活動に参画いただけるよう努めていきたいと思います。
皆様に国際奉仕の感動に触れていただけるよう微力を尽しますので、宜しくお願い申し上げます。
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地区委員長紹介

国際交流共同委員長

鶴

田

一

郎

（土浦 RC）

国際奉仕委員会・国際交流共同委員長２年目になります。昨年度は、国際奉仕委員会についてのアンケート
にご協力頂き有難うございます。
アンケートから得る事が出来た資料を大事にし、
ご要望やご提案に添えるよう
に活動する予定です。国際奉仕は五大奉仕の一つです。
この事を念頭に置き各クラブ活動のお手伝いをしたい
と思います。国際共同委員会(Intercountry Committee)の使命についての記述がロータリー用語便覧等に書か
れています。
ただ国際交流共同委員会とでは無く国際共同委員会となっています。国際交流共同委員会の参考
としてご紹介します。国際共同委員会の使命は、1.ロータリアンに対して、互いの国と家庭を訪問し合うよう奨励
する推進力となること。2.クラブと地区に対して、他国のクラブと地区とのつながりを築くよう奨励することによっ
て、友情の絆を深め、
プロジェクトを充実させる。3.世界平和に貢献する。
となっています。今年度は、当土浦クラ
ブでロータリー青少年交換プログラムに参加し、長期交換プログラムで学生のお世話をいたしました。IYFRのメ
ンバーに登録中です。

ロータリー財団担当カウンセラー総括委員長

藤

居

彰

一

◎ワンポイント自己紹介
趣味は、登山とジョギング。

（日立 RC）

財団委員会は、寄付を集める事及び集めた寄付の支出管理責任を負う処であると心得て居ります。
ここ数年寄付ゼロクラブが無いと言う立派な実績が残されて居り、是非、継続したいと願って居ります。皆様の絶
大な御理解と御協力を御願い申し上げます。
活用は、各委員会が種々の計画に基づ居て行われます。主に今年度の地区補助金は既に各クラブからの御提
案を頂いて居り、
ロータリー財団に申告済みです。
グローバル・グラントについては、逐次活用が進められますが、関係クラブ、国際奉仕委員会と情報を共有し、
分かり易い運営に努力して参ります。
御理解と御協力を宜しくお願い致します。

ポリオ・プラス委員長

塙

伸

一

◎ワンポイント自己紹介
子犬2匹飼ってます。

（つくばシティ RC）

6月15日現在、
ポリオ発症例数が、パキスタン11、
アフガニスタン6となっております。
ポリオ撲滅の日が目前
まで来ています。
これからが大変と思われます。是非、会員皆様のご理解とご協力を心よりお願い申し上げます。
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資金管理委員長

大

津

宣

明

◎ワンポイント自己紹介
獣医師。趣味は仕事。
治療の方針を考えているときが一番幸せです。

（勝田 RC）

当資金管理委員会は、補助金を適切に管理し、資金を有用に活用していただくための委員会です。
また補助
金管理セミナーの実施を支援し、補助金を正しく理解していただき悪用や不正などがないようにしていきます。
そこで当地区では補助金管理セミナーのなかで､補助金の管理に関するお願い事項(領収書の保管・銀行口
座の管理など)をご説明するほか、補助金の申請方法を具体的に説明し、
クラブで地区補助金をつかった有用な
奉仕プログラムになるよう御協力させていただきます。
また、MOUの参加認定を受けていただくことによってグ
ローバル補助金も利用できるようになります。
これによって、
クラブが海外での大規模なプロジェクトにも参加で
きる機会が増えます。
皆様からいただいた財団の寄付金が、皆様のクラブで有効に活用されるのが重要です。
この委員会では、みな
さまに財団や補助金の制度をよく理解していただき、海外や地元で補助金を使った充実した奉仕活動を行って
いただきたく思います。
◎ワンポイント自己紹介

資金推進委員長

野

間

満
（筑西きぬ RC）

血液型：Ｏ型
星座：乙女座
家族：現在妻と犬一匹暮らし
趣味：下手なゴルフと愛犬との散歩
（クランバースパニエル・イギリス原産の大型犬種現在31kg、
真っ白、長毛、
タレ耳、7才、女の子）
特技：なし
（落ち込まない性格？）
座右の銘：石の上にも4年
（私の場合）普通は3年
為せば成る
（仲々なりませんけど．．．。）

私の所属します処の筑西きぬロータリークラブのロータリアンの心得及び指針、教示なるものが御座いまして、
人様より何事かを‘頼まれたり’‘お願いされたり’した場合や場面では絶対に断ってはいけない「嫌と言うなよロー
タリー」精神で必ず笑顔で受けよ！と厳しく教育されております。
このような次第で、
ロータリー財団地区委員会、資金推進委員長を拝命いたしました。
白戸仲久ガバナー、藤居彰一総括委員長の人選ミス、読み違いにならないよう楽しく真摯にお役目を果たしてい
きたいと思っております。
どうぞ宜しくお願い申し上げます。

「補助金委員長を拝命して」
補助金委員長

百目鬼

博

行

（下館 RC）

2016~2017年度地区ロータリー財団補助金委員長を仰せつかりました下館RC所属百目鬼博行です。
クラブ
ではSAAを担当しております。
長谷川年度からスタートした
『未来の夢計画』
は、今年度で4年目を迎え、新しい補助金制度もほぼ定着しつつ
あるように思います。
白戸年度の地区補助金も、地区内56クラブ中54クラブからの申請を受理し、6月18日全件国際ロータリー財
団の承認を取得いたしました。未申請2クラブについても年度内臨時費の活用を推奨し、全クラブ申請の達成を
目指したいと考えております。
補助金は8月下旬から9月初旬に国際ロータリー財団より送金見込みにつき、受領次第申請各クラブに配分い
たします。
地区ロータリー財団補助金委員長としても4年目を迎え、今年度は適正な補助金プログラム立案等の手段開
発や円滑な組織の事業継承等に鋭意注力してまいる所存です。
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人類に奉仕するロータリー

地区委員長紹介

「新年度を迎えて」
米山記念奨学会総括委員長

菊

池

敏

◎ワンポイント自己紹介
ヘビースモーカーだった私が禁煙に成功しました。

（水戸東 RC）

昨年度に引き続き、米山記念奨学会総括委員長をお引き受けいたしました水戸東RCの菊池です。本年度も
宜しくお願い申し上げます。
昨年度は『世話クラブ・準世話クラブ』
を設け、米山奨学生が地区内全クラブへ訪問した事で多くのご負担を
お掛けしましたが、皆様からの暖かいご協力により奨学生もロータリーを深く理解出来たと思います。
また、今回
のことで地区内のロータリアンと米山奨学生との繋がりが深まったと思います。
今年度（2016年4月～2017年3月）
の奨学生は、前年度より継続奨学生４名、新規奨学生23名を採用し合計
27名を支援することになりました。更に次年度採用数は1名増の28名（継続：4名、新規：24名）
を受け入れる事
が既に決定されております。
これも地区内のロータリアンお一人お一人のご支援のお陰と感謝しております。
白戸ガバナーの寄付目標額は、
クラブ普通寄付金は5,000円×会員数、特別寄付金は１名につき20,000円
以上となっております。皆様からの更なるご理解・ご支援・ご協力を重ねてお願い申し上げます。

「理解者育成の地道な活動」
米山寄付増進委員長

大

木

清

実

◎ワンポイント自己紹介
座右の銘：
「百聞は一見に如かず」

（水戸さくら RC）

私達地区役員は、次年度奨学生のために米山指定校説明会に始まり、奨学生推薦者オリエンテーションを開
催し、学生を対象に書類審査、面接選考と移行して行きます。
これが大変な作業なのであります。学生は皆が素
晴らしく論文や容姿等、優越付けがたく地区内の各クラブに行った時、奨学生として認められるだろうか？身の引
き締まる作業に成るからです。当然の事、頭を痛めた事により学生の特徴は覚えています。奨学生とカウンセ
ラーのオリエンテーション時、
たどたどしかった学生が米山梅吉記念館への研修旅行や世話クラブの例会出席、
クラブ行事参加とロータリアンとの親睦が深まるにつれ、
日々変わって行く様は微笑ましい限りです。やがて時が
過ぎ期間終了式が挙行されます。
この時期になると
「親心」
で学生がロータリアンと親睦が図れたか、世界平和
の理解者として親交を深めたか等「sentimental」
に成ります。学生の今後益々のご活躍を期待し、
この事業が継
承される事を希望して止みません。

◎ワンポイント自己紹介

学友委員長

菊

地

達

之

（竜ケ崎 RC）

1951年生まれ、かに座です。趣味は特にありません。休日の庭掃除、
週1～2回のスポーツジム通いが楽しみです。休みには子供と遊ぶ

ことを楽しみにしていましたが、子供も大きくなりそれも無くなりまし
た。かといってロータリーを趣味とはしたくないのですが・・・。

昨年度に引き続き米山学友委員長を拝命いたしました。米山委員会はカウンセラー、総括委員長をトップに
寄付増進、学友委員会に分かれていますが、事業内容に対しては委員全員で行っています。米山委員会の目的、
使命については会員の皆様よくご存じのとおりですが、私たち委員としましては会員の皆様から奨学金の原資で
ある寄付を募らなければなりません。
そのためには奨学生とロータリーの会員が直に接してもらうのが一つの方
法かと思われます。米山奨学生には米山記念奨学会の歴史から目的等知ってもらうべく教育、指導を行っていま
す。準世話クラブ制度もその一つです。奨学生と直接話をすることにより、
また長くお付き合いすることにより学
生たちの良さを理解していただく。
そのように思っています。
どうぞ米山記念奨学会にご協力よろしくお願いいた
します。
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「奨学生としての感想」
茨城大学

楊

飛（ヨウヒ）
（日立南 RC）

◎ワンポイント自己紹介
趣味：釣りとランニングが好き
私のモットー：千里の道も一歩から

今、
日本にある地域おこし協力隊を中心に、地域活性化における
「よそ者」が果たしうる役割の検討を研究している。
中国人の留学生にとって、
日本の学費や物価が高いので、
自分は時間を充実に利用して勉強するために、経済上に負
担を減らせるために米山記念奨学会へ応募した。奨学生になった後、米山記念奨学会の活動を通じて、韓国とかベト
ナムとかいろんな国の人と出会って、新しい友達を作った。
自分の視野も広くなった。奨学金のおかげで、今は勉強す
る時間が多くなった。毎月、例会へ出席させていただいて、食事の時間を利用しながら、賑やか、気軽な雰囲気で日本
人の皆さんといろいろ交流した。奨学金をもらうだけではなく、
自分も日本人の皆さんとの交流を通じて、
日本の文化
と習慣をいろいろ勉強になった。私は日本人の礼儀を弁えることとサービス意識に敬服している。今年、修士2年生に
なった。来年3月に卒業する予定なので、卒業後、
日本で国際貿易に関する仕事をしながら、
日本と中国の架け橋にな
るために頑張りたいと思う。
ロータリークラブとの関係は一時ではなく、一生の繋がりを作りたいと思う。

「成人夫婦あるいは恋愛カップルのPDゲームにおける関わり行動と成人愛着スタイルで測定された彼らの愛着スタイルとの関係」
常磐大学大学院

海

涛（かいとう）
（水戸南 RC）

◎ワンポイント自己紹介
A型•水瓶座、毎週温泉に行く、水餃子を作ること。
座右の銘：知識は人生を変えるのを信じている。

本研究は、恋愛関係にある専門学校生、大学生、社会人あるいは成人夫婦のカップルの自分たちの恋愛に対する
見方と、彼らの愛着スタイルとの関係、さらにカップルの具体的なかかわり行動との関係を調べ、恋愛関係とカップル
を構成する個々の彼らの愛着との関係、さらに彼らの具体的なかかわり行動との関係を明らかにすることを目的とした。
そのために、３つの尺度と１つの実験を実施した。
結果、過去における愛着対象者との関わり行動が、愛着対象者によって強化された比率が最も高く、弱化や消去を
受けた比率は強化の比率と比べて低いと考えられる安定型の愛着スタイルの参加者は、相手の行動の変化に柔軟に
対応した。過去における愛着対象者との関わり行動が、愛着対象者によってかなり強化されたり、あるいは、それと同
程度に消去を受けたりしたと考えられるとらわれ型の愛着スタイルの参加者は、他者との関わり行動において粘着的
であった。過去における愛着対象者との関わり行動が、愛着対象者からの非随伴的な応答を最も高い比率で受けたと
考えられる拒否・恐怖・回避型の参加者は、随伴性の変化に対応した行動の変化は示さなかった。過去における愛着対
象者との関わり行動が、愛着対象者によって最も高い比率で弱化されたと考えられるかい離型の参加者の場合、弱化
にともなう否定的な情動が強く出てしまい、PDゲームの強化的な随伴性の変化に対応した行動の変化を示せなかった。

筑波大学大学院

黄柏翰（コウ

ハクカン）
（下妻 RC）

◎ワンポイント自己紹介
座右の銘：のぼってゆく坂の上の青い天にもし一朶の白い
雲が輝いているとすれば、それのみを見つめて坂をのぼっ
てゆくであろう。

弱視者は見づらさがあり、学習の際にも様々な配慮を行う必要がある。
そのうちの一つは拡大教材である。拡大教
材の読みにおいて考慮すべき変数には、
その教材の文字サイズと視距離がある。文字サイズを変化すれば、
あるいは
視距離を変化すれば、網膜像の大きさは変化する。
そこで、網膜像の大きさを一定に保つためには、文字が小さくなる
ほど視距離を短くする必要があり、逆に文字が大きくなれば視距離を長くすることになる。網膜像の大きさを保つため
に設定する視距離を等価視距離（equivalent viewing distance, EVD）
と呼ぶ。弱視者の文字サイズと視距離との間に
どのような関係があるのであろうか？視距離の決定に関わる弱視者の視覚特性、
プロフィールはどのようなものなの
だろうか？私の研究は、一定的な標準視距離で測定した文字サイズとの関係を等価視距離理論をもとに確認し、等価
視距離が保たれる弱視者、等価視距離よりも短い、あるいは長い視距離をとる弱視者それぞれの視覚特性やプロ
フィール等を明らかにする。
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会員増強アンケート

「あのぅ！ちょっと教えてください。」 Vol.1
去る３月１９日、クラブ会長エレクト研修セミナー（ＰＥＴＳ）において、第 2820 地区の現状は
どうなっているのかを問うアンケート調査票を配布させていただきました。多くのクラブからご回
答いただき、ご協力ありがとうございました。
実施日：2016 年３月 19 日
開

場：ＰＥＴＳ会場にて配布・回収
82.45％）

回収数：４７クラブ（回収率
テーマ
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女性会員の勧誘ついて
女性会員の勧誘は、６割が積極的に行いたいという意向があります。そのうち、
「積極的に行って
いる」クラブは 35.6％です。一方、女性会員の勧誘に「あまり積極的ではない」というクラブにそ
の理由を聞くと、
「そういう雰囲気、伝統がある」という理由が最も多くあげられています。
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ソウル国際大会報告

ソウル国際大会に参加して
地区幹事

田

島

清太郎

（古河中央 RC）

第 107 回ロータリー国際大会が韓国で開催され

さて、いよいよ「ソウル国際大会

茨城ナイト」

ました。2820 地区からの参加者は約 100 名くらい

開会となりました。司会進行は地区幹事が担当し、

でした。私たちは 5 月 27 日にソウルへ入り、翌日

ガバナー挨拶 倉沢修市氏、オンツー・コンベンショ

は市内観光でした。朝鮮王朝の歴代の建築物や装

ン挨拶 白戸仲久 氏、そして乾杯し、9920 地区、

飾品等を見学しました。ユネスコ世界遺産、世界無

3350 地区からのお客様の紹介とご挨拶を頂き、山

形文化遺産にも登録されているとのことで、韓国文

本次期地区幹事に通訳をしていただきました。又、

化に触れた 1 日でした。

地区内ローターアクトの皆様の参加と受付業務等の
お手伝いを頂きありがとうございました。
3350 地区のチャウワイさんのご挨拶と、会場の
手配、設営にご尽力を賜りました 3650 地区モンさ
ん、参加された地区内パストガバナーの皆様に感謝、
御礼を申し上げます。晩餐会も盛会の内に終わり、
記念写真を撮影後、閉会致しました。皆様のご協
力に心より感謝申し上げます。
今年度は 2017 年 6 月 10 日～ 14 日にロータリー
国際大会がアトランタで開催されます。ロータリー
財団生誕の地で、
「世界でよいこと」をしてきた 100
年をアトランタで一緒に祝いましょう。

5 月 29 日大会当日、会場は KINTEX（キ
ンテックス）、
「韓国で世界とつながろう」
のテーマで K.R. ラビンドラン RI 会長の開
会宣言、そして RI 加盟の国旗入場、歓迎
のメッセージやその他セレモニーが有り、
盛大な大会でした。参加者は約 4 万人と
のことでした。終了後は次の会場へ移動と
なり、午後 6 時開会の「茨城ナイト」の会
場であるグランドハイアットソウルホテルへ
向かいましたが、ソウル市内は大変な交通
渋滞が有り、会場ホテルまで時間がかかり
ました。
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会員増強・情報セミナーに参加して
会員増強委員長

完

賀

浩

光

（土浦南 RC）

と示唆した。また情報委員会に関して、今の日本の
ロータリーは高齢化とマンネリ化が拭い去れない。
ロータリーの理念を、もう一度しっかりととらえるこ
とが大切と指摘。その中できちっとした緊張感のあ
るクラブ運営を
してほしいと要
望した。
続いて行われ

去 る 5 月 22 日 国 際 ロ ー タリ ー 第 2820 地 区
2016-2017 年度会員増強・情報セミナーが、水戸市
内のホテル・ザ・ウェストヒルズ・水戸で行われた。
このセミナーは各クラブが最も喫緊の課題として取
り組んでいる会員増強や、会員満足度調査を行っ
た結果の取りまとめをもとに、さらにブラッシュアッ
プをして次年度を迎えられるようにと、次年度会長、
幹事を対象に企画された。

た山崎パストガ
バナーの規定審
議 会の 報 告は、
たいへんショッ
キングな内容であった。規定審議会は 3 年に一度
開催され、ロータリークラブの憲法ともいえる『手続
き要覧』の内容を改定する、言わばロータリーの立
法機関である。今回の主要なテーマはクラブの自主
性・柔軟性を尊重することにあった。今回の議決に
より毎週行われていた例会は月最低 2 回の開催で良
いことになり、また入会金も撤廃されることとなった。
まさにロータリーの歴史 114 年の中で歴史的転換と
いえる内容である。
そしてさらにセミナーは進行し、会員増強に関す
る基礎知識の紹介が行われ、その後、基調講演と
して前橋 RC の板垣忍氏より「元気なクラブづくり」
と題した講演をいただいた。
講演の中で板垣氏はロータリーの本質的魅力とそ

当日は休日にもかかわらず、会場には会長・幹
事エレクトが一堂に集い、場内には次年度に向け
た熱気とやる気が、溢れんばかりに満ちていた。
10:00AM 白戸仲久ガバナーエレクトの点鐘でセミ
ナーは開始された。国歌・ロータリーソングの斉唱
のあと役員紹介がなされ、そしてガバナーエレクト
挨拶。挨拶の中で白戸ガバナーエレクトは、一人一
人が魅力的な人物となることが大切。会員個々が
ロータリーの看板だという思いでクラブ運営をしても
らいたい。会員増強は大変重い課題だが、
各メンバー
が輝くような生き方をすることによって、ひいてはそ
れが社会に伝わり、会員増強に繋がるのではないか

の魅力を開花させる方法について、ご自身の実体験
の中から様々に言及された。
午後からは分科会が行われ、各分科会とも活発
な意見交換の場となった。分科会終了後再び全体会
が招集され、分科会における討論結果の報告が行
われた。その後保延ガバナーノミニーの総評のあと、
白戸ガバナーエレクトの点鐘にて無事閉会となった。
当日お集まりいただいた地区役員、各クラブの次
年度会長・幹事の皆様、そして運営をお手伝いいた
だいた皆様、ほかお世話になったすべての方々に御
礼を申し上げ、事業の報告といたします。ありがとう
ございました。
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新会員紹介

新会員紹介
よろしくお願いいたします。
日立RC

菊地

広幸

入会年月日
平成28年6月21日
職業分類

銀行

東海那珂RC

猪俣

真純

厚見

和則

入会年月日
平成28年6月30日
職業分類

医薬品開発

水戸西RC

宮田

衛承

東海那珂RC

稲田

均

入会年月日
平成28年6月30日
職業分類 原子燃料加工

水戸東RC

吹原

三郎

入会年月日

入会年月日

入会年月日

平成28年6月30日

平成28年6月1日

平成28年6月16日

職業分類

原子力発電

古河中央RC

古谷

孝行

職業分類

警備

結城RC

得能

信人

職業分類
生花・花輪販売
レンタル業

結城RC

水口勝之

入会年月日

入会年月日

入会年月日

平成28年6月1日

平成28年6月8日

平成28年6月8日

職業分類

樹木医

真壁RC

臼井

武志

職業分類

建築工事

土浦南RC

大山

和美

職業分類

動物病院

土浦南RC

桜井

彩

入会年月日

入会年月日

入会年月日

平成28年6月7日

平成28年6月21日

平成28年6月21日

職業分類 石材美術彫刻

土浦南RC

照屋

孝明

入会年月日
平成28年6月21日
職業分類 レストラン
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東海那珂RC

職業分類

司法書士

鉾田RC

岡部

和幸

入会年月日
平成27年10月20日
職業分類

産業銀行

職業分類

飲料接客

鉾田RC

郡司

泰典

入会年月日
平成28年4月5日
職業分類

商業銀行

訃報・ロータリー情報館・文庫通信 Ejtusjdu!3931
District 2820

訃 報
水海道RC

飯

塚

三

謹んでお悔やみ申し上げます
下館RC

夫

新

（享年86歳）
昭和4年8月14日 生
平成28年6月24日 逝去
入会年月日 昭和53年1月4日
職業分類 不動産賃貸
ロータリー歴 第36代（1998～1999）
会長
（1996～1997）
幹事

雅

勝

文庫通信

15
16
倉沢修市ガバナー
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意義ある人生へ
| 年度方針

このコーナーは、茨城新聞のコラム欄「ロータリー情報館」
の
記事をピックアップして紹介します。

倉 沢 修 市 2 0 1 5| 年 度 ガ バ
ナー＝写 真 は ガ バナー 事 務 所＝は、
ロータリークラブの方針と考えを示
した。
◇
私たちの限られた人生をどのよう
に過ごしたらいいのでしょうか。
人の
ために何かしますか。
それとも、イン
ドの著名な詩人タゴールの言葉のよ
うに、
「楽器の弦の張り替えばかりし
ていて、肝心な歌を歌わずに」
毎日過
ごしますか。
ロータリーの栄光は、まさにその
「歌を歌う」道をみつける手助けして
くれることがあります。人 生で本 当
に大切なことに目を向け私たち自身
が世界への贈り物になれる方法を見
つけることでより充実した意義ある
人生を送れるよう、私たちを導いて
くれるのです。
ロータリーは、資質を
引き出し、それを人生で生かす道を
みつけてまいります。
苦 し ん でいる 人 か ら 目 を 背 け ず
に、そ の 苦 し み を 和 ら げ て あ げ ま
しょう。同 情の言 葉を掛けるだけで
なく、実際に何かしてあげましょう。
社会から享受するだけでなく、誰で
も献身の熱意
など与えるこ
とのできる何
か を 持ってい
るはずです。誰
かの人 生にそ
して世界に、真
の変化を起こ
すことができ
るはずです。

ロータリー情報館

井

（享年81歳）
昭和9年7月27日 生
平成28年7月7日 逝去
入会年月日 昭和58年4月3日
職業分類 紙製品製造
ロータリー歴 （1997～1998）
幹事
（2007～2008）
会長
（2009～2010）
地区国際奉仕委員

vol.346

『ロータリー文庫』は日本ロータリー50周年記念事業の一つとして1970年に創立された皆様の資料室です。
ロータリー関係の貴重な文献や視聴覚資料など、約2万4千点を収集・整備し、皆様のご利用に備えておりま
す。閲覧は勿論、電話や書信によるご相談、文献・資料の出版先のご紹介、絶版資料についてはコピーサービス
も承ります。また、一部資料はホームページでPDFもご利用いただけます。クラブ事務所にはロータリー文庫の
「資料目録」を備えてありますので、ご活用願います。以下資料のご紹介をいたします。

デジタル化されたロータリー文献(４)
◎「ロータリーにおける歴史の重要性」
平島健次郎 関西ロータリー研究会
1973 53p
◎「ロータリーの国際奉仕」
佐竹郁夫 旭川R.C. 1979 20p
◎「“ロータリー・徽章の物語”－ロータリーの歴史の歩みと共に－」
長崎南R.C. 1980 94p
◎「合理化時代と職業奉仕」
西村祥三 関西ロータリー研究会
1983 24p
◎「ロータリーは何をしているか」
鳴海淳郎 1986 19p

ロータリー文庫

◎「新会員のためのロータリーの歴史」
佐藤 佶 1987 48p
◎「米山梅吉翁物語」
長泉R.C. 1989 26p
◎「ロータリー事始」
佐藤 佶 福島南R.C. 1996 38p
◎「ロータリ―雑学のすすめ」
長崎南R.C. 1996 86p
◎「ロータリーマジック」
江崎柳節 2010 197P
〔上記申込先：ロータリー文庫〕

〒105-0011 東京都港区芝公園 2-6-15 黒龍芝公園ビル 3 階
TEL.03-3433-6456・FAX.03-3459-7506
h t t p : / / w w w . r o t a r y - b u n k o . g r. j p
開館＝午前 10 寺～午後 5 時 休館＝土・日・祝祭日
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人類に奉仕するロータリー

ロータリーモーメント

「ロータリーって何ですか？」
関

口

哲

勇

（古河 RC）

プロフィール
座右の銘 頑張らないけど、諦めない
1997 年 4 月 8 日古河ロータリークラブに入会

「ロータリーに入りませんか」

メイクアップに来たことを告げましたら、その

「ロータリーって何ですか？」

方が事務所の鍵を開けてメイクカードを渡して

「奉仕団体ですよ」

くださいました。無事にメイクが出来、出席率

「ああ、駅前のロータリーを掃除している人々

１００％を割ることなく済んだことが今でも思い出

の集まりですか？」
そんな会話のやり取りがあり、ロータリーの
「ロ」

今から６年前の２０１０年に、私がクラブ会

の字も知らずに入会して早 30 年が過ぎてしまい

長を勤めていた時ですが、年度始めにタイ国の

ました。

３３５０地区パツワンＲＣから消防自動車が欲し

昭和 60 年（1985 年）に古河ＲＣに入会させ
て頂きましたが、当時古河ＲＣは出席が厳しく、
毎月出席率１００％を維持しておりました。

いとのニュースが入ってきました。
私は国際奉仕事業として消防車をタイに送りた
いと思い、クラブ会員の中に消防自動車を製造し

入会から数年後の年末の 12 月２９日（金）に

ている方がおられましたので、中古消防自動車が

例会がありました。その日生憎来客があり、話し

ありませんかと、お聞きしましたら運よく一台有る

込んでいるうちに例会時間の 12 時３０分を過ぎ

と言うことでした。その中古消防自動車を譲り受

てしまい、例会を欠席してしまいました。

け、コンテナーでタイ国に送りました。

当時はメイクアップの期間が前後一週間でし
た。翌週は正月でどこのクラブも休会です。

贈呈式が２０１０年２月２３日に決定しました。
古河ＲＣ，古河東ＲＣの会員数名で、バンコク

いよいよ、自分が出席率１００％を切る第一号

から北へ約２００㎞離れた農村のコミニティーセ

になってしまうのかと不安になり、ロータリーの

ンターの贈呈式会場に行き、３３５０地区のガバ

友を引っ張り出し、国内のロータリー例会日を調

ナー、バンコクのロータリアン、地元の４クラブ

べたら足利ＲＣの例会日が土曜日であることが分

のロータリアン、行政からは地元の郡長さん、消

かりました。翌日の３０日に足利ＲＣの例会場の

防署員、警察官等が参加して下さいました。それ

蓮岱館にメイクアップに行きました。

に地元の子供達が歓迎の踊りと音楽で出迎えてく

ところが、例会場の蓮岱館は鍵が掛かっており、

18

として心に残っております。

れました。

年末でもあり休会であることが分かりました。途

盛大な贈呈式が出来、中古消防車の贈呈を通

方に暮れていたら、運よく足利ＲＣの会員の方が一

して国際奉仕が出来たことが、心に残るロータ

人例会があると思ってお出でになられましたので、

リー体験の一つであります。

Information
公式訪問（8月）

2日（火）真壁RC
3日（水）大子RC

第一例会

18日（木）阿見RC
26日（金）古河RC
30日（火）鉾田RC
31日（水）日立北RC

お知らせ

＊クラブ・地区にとっての主な変更事項
2016年規定審議会の情報はMyROTARYの下
記ページに集約されており、以下のご案内もこ
ちらを踏まえた内容となりますので、
まだご覧に
なられていないクラブは最初にお目通し頂けま
すようお願い申し上げます。
RI本部クラブ・地区支援室からの発信です。
今回の決定内容の中で、クラブや地区の運営で
注目度が高いと思われる項目が特記されていま
す。補足資料の中でも判断基準が明記されてい
ないものがございますが、
そうした立法案はクラ
ブの自主性を重んじているため、クラブ内でご
判断頂くものとなります。
クラブ財務
入会金：クラブは新会員が入会金を払わなくて
も入会を認めることができます。ただし、今後も
クラブの裁量で入会金を微収することができ、
入会金やその他の会費に関する規定をクラブ細
則に追加できます。
（16-07）

＊つくばサンライズRC例会開催に関する変更事項
開催場所 筑波電気工事 会議室
住所・茨城県つくば市榎戸460-2
電話・029-837-2001
開 催 日 月2回、原則として金曜日
開催時間 19時～20時
そ の 他 開催日は定例とならない場合があります。
毎月の開催日は前月最終例会後の当クラブ理事
会にて決定します。

＊取手RC例会日程の変更
第三週目→公式例会は休会
（代わりに委員会を別日時で開催）

夜の例会

18時～（会場・野の花）
第二例会

各月第二木曜日

昼の例会

12時30分～（常陽銀行取手支店3F）

5日（金）
つくばサンライズRC
8日（月）那珂湊RC

各月第一木曜日

各月第三週目
第三例会

委員会

各月第四木曜日

昼の例会

12時30分～（常陽銀行取手支店3F）

＊水戸好文RC例会日程の変更
7月以降 第一・第三木曜日 19時～20時
会場 水戸三の丸ホテル

「ハイライトよねやま」
より
寄付金速報…第2820地区は第4位（昨年3位）
となりました。
詳しくは地区ホームページでご確認ください。

これからのスケジュール

8月 28日㈰
9月 4日㈰
10月
15日㈯～16日㈰
22日㈯
30日㈰
11月12日㈯
12月10日㈯
1月 28日㈯
2月
4日㈯
5日㈰
11日㈯
12日㈰
19日㈰
25日㈯
4月
2日㈰
8日㈯
9日㈰
23日㈰
5月
15日㈪
21日㈰
27日㈯～28日㈯
6月
10日㈬～14日㈬

第1回会長・幹事会
クラブ米山委員長・カウンセラー合同セミナー
RYLAセミナー
第22回地区親善野球大会
古河RC 50周年記念式典
東海那珂RC 30周年記念式典
社会奉仕財団合同セミナー
第1分区 ＩＭ
第4分区
第3分区
第6分区
第2分区
第7分区
第8分区

ＩＭ
ＩＭ
ＩＭ
ＩＭ
ＩＭ
ＩＭ

第5分区ＩＭ
真壁RC 50周年記念式典
水戸さくらRC 25周年記念式典
大子RC 50周年記念式典
日立中央RC 25周年記念例会
日立港RC 40周年記念式典
地区大会
アトランタ国際大会
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人類に奉仕するロータリー

各クラブバナー紹介
「第8分区」

潮来RC
推測ですが、潮来甚句の歌詞の中に潮来出島の真
菰の中にあやめ咲くとは…。
私や潮来のあやめの花よ…。と有ります。
潮来＝あやめの図柄になったのではと思われま
す。推測ですが。

★潮来RC
★鉾田RC
★鹿島臨海RC
★鹿島中央RC
★玉造RC
★波崎RC

鉾田RC
⑴葦と北浦と筑波山と自然の景を表しロータ
リーマークは太陽を意味している。
⑵自然と友愛を全体的に意図した。
⑶茨城国体の年であり、水と緑と真心を表した。

玉造RC
鹿島臨海RC
作図 / 青木 栄先生 (白水会同人)
図案 / 葦と霞ヶ浦と筑波山、霞ヶ浦に往時の帆掛
舟を配し水郷の景を表している。

1973年4月～1974年6月まで、初代～2代と会長
を歴任された、鹿島都市開発の相川尚武氏の時に、
同じ都市開発の野田光春氏（第7代会長）が最初の
図案を手がけたとのこと。
鹿島灘の海から昇る朝日のイメージは、横山大観
の作品からヒントを得てロータリーのロゴマーク
を太陽に見立てたものだという。
最初の図案は波も細かく多く、赤い鳥居（鹿島神宮
を想定）も入ったものであったが、最終的に現在の
図案に落ち着いたということです。

◎ロータリー情報館

鹿島中央RC

波崎RC
遠き昔…鹿は荒ぶる神々の東征に同行し壮大な社の
建立に目を見張り防人の勇壮な鹿島立ちを見送った。
そして今…鹿は神宮の千古の緑を逍遥しアントラー
ズレッドの旗波に踊り鹿島港のロイヤルブルーをを
目に映し跳ねる奉仕のしるし、ロータリーマークを頂
部に戴き輝く未来に向け、胸を張り跳躍する若鹿。

編 集 後 記
月信編集員長
編集 後記
土

田

次

郎

当クラブ地域は利根川を隔て、銚子市との流通は
渡し船に頼っていました。
昭和38年に銚子大橋が架橋され、地域流通の一
端を担っております。地域のシンボル的存在とし
ての「銚子大橋」と当漁港で水揚げされる「いわ
し」をデザイン化したものです。

前任の田坂由美子編集長から引き継いではや 2 号のあとがきを書いています。
1 号はいかがでしたか？これまでの先輩方の創りあげた月信の流れがあり、それを
崩さずに少しだけ今年のカラーが出せたかなと思っています。
今回の規定審議会では今までのロータリーの概念を変える提案がなされているよう
です。
例会日の変更や入会金のことなど詳しく判り次第ご案内したいと考えています。

◎ワンポイント自己紹介
「ロータリアンは自宅や会社の自治会でのお祭りや催し物には
趣味：自転車 輪病にかかっている
積極的に参加しなければならない。
30 台以上所有「実数は家族には言えない」
ロータリーは立派でも町内はさっぱりでは片手落ちというものだ。
」

結城信金●

みずほ銀行●

事務所案内図

東口

西口

JR古河駅

至栗橋駅

JR宇都宮線

〒306－0013 茨城県古河市東本町1－3－10ヒグチビル2F
TEL．0280－23－3001 FAX．0280－33－7333
E-mail．16-17＠rid2820.jp
Website. http://www.rid2820.jp
執務時間／AM10：00～PM5：00〈土日祝祭日休み〉

至野木駅

国際ロータリー第2820地区
ガバナー事務所

ガバナー事務所

●ルートイン

