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表紙紹介

タイトル：夜刻の獅子頭（やこくのししがしら）
撮影者：丸森 勝造（まるもり かつぞう）
撮影場所：常陸風土記の丘
石岡市フォトコンテスト 石岡市産業文化事業団賞受賞
写真説明：常陸風土記の丘にある「日本一大きな獅子頭」を夜刻に撮影した作品。静
寂の中で、夜空を背景に立つ獅子頭の様子は、独特な世界観を演出してい
（写真提供：石岡市観光協会）
ます。
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ガバナーメッセージ

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

保 延 輝 文（石岡ＲＣ）

第2820地区はここ数年会員数が2000名を

す。

割る年度が続いており、会員増強及び会員の

新会員を迎え入れることはもちろん大切で

維持は最も力を入れなければならないテーマ

すが、会員を維持することの重要性を軽視す

の１つです。

べきではありません。クラブの会員増強計画

新会員を増やし、現会員による積極的な参

には、勧誘だけでなく、会員維持の戦略も必

加を促すには、魅力的で楽しいクラブ作りが

要です。会員の皆様には積極的にクラブ活動、

必要です。白戸直前ガバナーは、クラブのア

例会、イベント、奉仕プロジェクト、リーダ

ンケート調査を実施し各クラブの現状分析を

ーの役職等に参加するよう促しましょう。

されました。自クラブを客観的に見つめ「ク

新会員には、入会後まもなく、正式なオリ

ラブの強みと改善点は何か」を公式訪問でご

エンテーションを実施し、会員として得られ

指導されました。

る恩恵、地元や海外での奉仕活動に参加する

現状評価は、形式的なものに留めるべきで

機会などについて説明をお願いいたします。

はありません。多くの会員より集めた意見を

またクラブの最近の活動状況や今後の活動

基に、実際にクラブに変化を取り入れること

予定を紹介し、新会員がクラブにどのように

がとても大切です。会員がせっかく意見を提

かかわっていきたいかを尋ねることも必要で

供しても、それが実際に生かされなければ、

はないでしょうか。

クラブをより良くしようという意欲が薄れて
しまいます。

地区の目標が達成できるよう、皆様のご協
力をお願い申し上げます。

また、クラブの現在の会員構成にも目を向
ける必要があります。地域社会のニーズに多
角的に取り組むためには、女性会員や若年会
員を含め多様な会員基盤を持つことは、さま
ざまなメリットにつながります。
現状分析が終われば、次にクラブのビジョ
ンを描くことです。中・長期に渡って「自ク
ラブがこうありたい」と思い描くことです。
ビジョンを描くプロセスに全会員が参加する
ことにより、よりクラブに活気がわいてきま
GOVERNOR'S MONTHLY LETTER



クラブ奉仕カウンセラー・総括委員長メッセージ
カウンセラー
メッセージ
クラブ奉仕担当カウンセラー

廣 瀬 昭 雄
（土浦ＲＣ）

会員増強月間に寄せて
８月は会員増強月間です。これまでも様々な工
夫を重ね会員増強を図って参りましたが、年々減
少傾向にあり増えないのが現状であります。世界
ではアメリカを始め先進国が減少し、発展途上国
がなぜか増加しています。総数は123万人を維持
しています。
ロータリーの将来性を危惧し、 昨年（2016年）
の規程審議会で決定された決議案は、これまでの
ロータリーの考え方を大きく変化させる内容であ
ります。会員身分の緩和、例会（日時）の変更、
職業分類、出席などクラブの自主性に裁量権の範

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「RI会長賞にチャレンジ」
クラブ奉仕委員会の任務は、将来性・継続性を
重視したクラブの育成強化と、会員増強・会員維
持のサポートです。保延輝文ガバナーは「未来へ
チャレンジ」をスローガンに、①クラブのサポー
トと強化③公共イメージと認知度の向上を地区目
標に掲げています。これらを担うのが本委員会の
使命です。
云うまでもなく「会員増強」はロータリー運動
の成果であり、目的ではありません。また「公共
イメージ」は高めるものでなく、高まるものです。
そのためクラブの強化・活性化を通じた、魅力溢
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囲で任せることとなったのであります。
会員増強、多様性、時代遅れな規制など柔軟性
を大きく取り入れました。
若い会員（40歳未満）は現在５%、女性会員
は 世 界 で22.4 %、 日 本 で は6.2 %、 当 地 区 で は
6.5% 129名です。リタイアしたばかりの会員、
多様な職業分類、年会費の低減、入会金の廃止な
ど、大胆に取り組み、会員増強には、まずは入会
しやすいクラブ作りが必要不可欠であります。た
だしロータリーの目的、理念。４つのテストなど
全く従来通りであります。変化に流されず、自ら
流れを創ることが肝要であります。
夢を語り、現在を刷新し、元気なクラブを創り、
変化をもたらそう。
結びに、井沢総括委員長を始め、クラブ奉仕委
員会の皆さまの活躍と会員増強委員長のリーダー
シップにより保延年度素晴らしい成果が得られま
すことを期待しております。

れるクラブ造りが必要不可欠です。昨年全クラブ
で会員満足度調査を実施し、３年間の中期計画を
策定しました。本年度ロータリー優先項目の最初
に、効果的な戦略計画を立案、実施するクラブと
地区を増やすと記載されています。ロータリー情
報委員会を中心に、引き続き取り組む所存です。
2016年規定審議会で、クラブ運営に大幅な柔
軟性が認められました。クラブ細則の修正により
例会の頻度、形式や出席に関して変更が可能とな
りました。また会員減少や高齢化等、クラブの抱
える様々な課題や悩みの相談にも、正面から取り
組みます。とりわけ入会３年未満程度の新会員を
対象にオリエンテーションを実施し、ロータリー
の理解を深め、ロータリアン一人一人の資質と能
力を開発する機会を設ける予定です。

地区委員長紹介

会員増強委員長

完 賀 浩 光
（土浦南ＲＣ）

本年度2820地区会員増強委員長を務めさせて
いただきます完賀浩光です。
会員増強は各クラブにとっての永遠の課題です。
しかしそれ自体を目的にしても決して叶えられな
い、深遠なる課題でもあります。
会員増強はクラブにとって手段であり結果です。

クラブ管理運営委員長

笠 倉

勉

（しもだて紫水ＲＣ）

「クラブ管理運営委員長として」
今年度で３年目になります、しもだて紫水ＲＣ
の笠倉勉です。
１年目は、ＭＹロータリーの登録のお願いをし
ました。２年目は、ＭＹロータリーの更なる登録

公共イメージ委員長

永 井 教 子
（水戸西ＲＣ）

広報・雑誌委員長２年経験し、今年は公共イメ
ージ委員長として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割認知を目指してまいります。
10年投稿の歴史を持つ茨城新聞社『ロータリ
ー情報館』、今年も各クラブへ依頼しクラブ活動・

各クラブにとってクラブを活性化するための一番
効果的な手段が会員増強であり、また充実したク
ラブ運営をしたクラブに与えられる最良の結果が
会員増強であるからです。
ただ人数だけを増やすだけでもいけません。会
員増強は決して会員拡大と同義ではないのだと考
えます。一人一人のメンバーがクラブに所属する
ことを誇りに思い、生き生きと充実したクラブラ
イフを満喫する。そんなロータリークラブの理想
を少しでも実現するために、一年間責務を果たし
てまいります。どうぞよろしくお願いいたします。

のお願いと、活用の推進、そして、クラブセント
ラルでのクラブの目標設定のお願いをしました。
そして、今年度は、「ＲＩ会長賞にチャレンジ」
をお願いしてます。ロータリー戦略計画の３つの
優先目標（クラブのサポートの強化、人道的奉仕
の重点化と増加、ロータリーの公共イメージと認
知度の向上）を達成できるクラブが、ＲＩ会長賞
を受賞できます。ＭＹロータリー、クラブセント
ラルを２年間推進してきましたので、多くのクラ
ブが今年度ＲＩ会長賞に受賞できるようにサポー
トしていきます。最後に、ＭＹロータリーの活用
でロータリーの活動の幅が広がりますので、上手
に活用して下さい。

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ます。
しかし、メディアへの売り込みだけではなく、先
ずは我々ロータリアンが世間から尊敬され、憧れ
の対象になることによりイメージはアップし認知
度はあがることを意識しましょう。それにより魅
力あるロータリークラブが生まれ、ぜひ入会した
いと会員増強にまで繋がれば何よりの喜びです。
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。

GOVERNOR'S MONTHLY LETTER



地区委員長紹介

ホームページ運営委員長

竹 松 敏 克
（石岡ＲＣ）

2017-2018年度、ホームページ運営委員長を
仰せつかりました石岡ロータリークラブの竹松敏
克です。短い間ですが１年間よろしくお願いいた
します。
今年度も藤居年度より地区ホームページ更新の
ご協力をいただいております日立市の大森さんに

ロータリー情報委員長

長 野 久 嗣
（水戸ＲＣ）

昨年度の大久保委員長の後を受け、この度ロー
タリー情報委員長を排命いたしました長野久嗣と
申します。１年間、よろしくお願い申し上げます。
昨年度は各クラブに会員満足度アンケートや中
期戦略計画策定をお願いいしたましました。本年
度は以下の事を目標に委員会を運営してまいりま

職業奉仕総括委員長

木 村

（水戸東ＲＣ）

薫

保延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の木村です。どうぞよろしくお願
い申し上げます。今年度の地区スローガンは、
「未
来へチャレンジ」です。保延ガバナーからは、
「新
しいことに情熱をもって、前を向いて挑戦してい
こう」と積極的な活動を求められています。ロー
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お手伝いをしていただけることになりました。
ページ構成は前年度とさほど変わりませんが、
各委員会の事業や地区内の情報をわかりやすく掲
載し、皆さんからのリクエストが多かった地区内
クラブのホームページとフェイスブックをリンク
させる予定です。
その他ご意見ご要望があれば出来る限り対応さ
せていただきますので、ご協力のほどよろしくお
願いいたします。

す。
１．各クラブの中期戦略計画のフォローアップ
２．クラブからのロータリーに関する情報の地区
の窓口
３．各クラブの３年以下の会員に対するロータリ
ー情報の提供（教育）
微力ながら頑張りますので、宜しくお願いいた
します。

タリーにおいて、職業奉仕は根幹をなす重要な活
動です。我々は、自分の職業を通して、人のため
地域のために奉仕することが求められています。
そして、その活動を広く社会に周知させることが
必要です。職業奉仕委員会としては、職業奉仕活
動をどのように進めていくべきか、それぞれのロ
ータリアンが考え実行に移すために、必要な情報
を提供する機会を設けていきたいと考えておりま
す。今年１年、皆様のご指導を頂きながらロータ
リアンが積極的な奉仕活動を行えるように努力し
ていく所存です。

地区委員長紹介

社会奉仕総括委員長

郡 司 孝 夫
（水戸西ＲＣ）

2017-2018年度の社会奉仕総括委員長を仰せつかりました、
水戸西ＲＣの郡司孝夫と申します。よろしくご指導、ご協力
を賜りますようお願い申し上げます。さて、本年度の社会奉
仕委員会活動の方針としましては、
１）奉仕活動の原点を見直し、改めて現在行われている活動
内容を見直す。
２）活動状況を、如何に社会にアピールし、ロータリークラ

青少年奉仕総括委員長

稲 本 修 一
（土浦南ＲＣ）

本年度のＲＩ会長のテーマは、「ロータリー：
変化をもたらす」です。青少年奉仕も昨年を踏襲
するのではなく、変化を恐れず常にチャレンジす
ることが求められています。
インターアクト委員会では、新たな国際理解の

インターアクト委員長

中 野 智 一
（水戸西ＲＣ）

地区の委員を３年経験しまして、2017-2018年度委員長
を務めさせていただくことになりました。私にとって青少年
活動にかかわる事はとっても楽しい時間になっています。イ
ンターアクトの活動を行っている年齢は12歳～ 18歳までで、
2820地区には５つのクラブがあります。５つのクラブとも学
校が母体のクラブで、各学校独自の活動及び地区ロータリー
の活動を行っており、今年の地区の活動は沖縄研修、年次大

ブの存在意義を社会に認識して頂くか。
上記２点を方針として活動して参りたいと思います。奉仕
活動は、地域のニーズに即したものでなくてはならないとさ
れております。その点を踏まえ、現在行っている奉仕活動が
クラブ内の自己満足で終わってないか。地域に必要とされる
活動で有るかを、もう一度見直し、より良い奉仕活動にする
為に、他に工夫はないだろうか。もっと地域に喜ばれる活動
はないだろうか。を念頭に考え、見直す年度としたいと思い
ます。又、その活動状況を十分に社会にアピール出来ている
だろうかと言う事を踏まえ、新たに設立された公共イメージ
委員会との協力のもと、各メディア等を利用し、積極的に社
会に宣伝して行きたいと考えております。
一年間、皆様のご協力を頂き、頑張って努めて参りたいと
思いますので、よろしくお願い致します。

プログラムを計画しています。ローターアクト委
員会は、初めての全国研修会を主催します。全国
から800名位の参加を見込んでいます。青少年並
びにライラ委員会は２泊３日で若者に魅力あるリ
ーダーシップを学んでいただきます。青少年交換
委員会は、アウトバウンド派遣のための選考、イ
ンバウンドの受け入れの態勢作りと彼らのケア、
短期交換の選考・派遣と受け入れ、と１年を通し
て忙しい委員会です。本年も小委員会の枠を超え
てオール青少年奉仕で１年を乗り切りたいと願っ
ています。

会、米山奨学生との交流を企画しております。７月30日から
の沖縄研修では、異文化体験、戦争歴史勉強、沖縄のインタ
ーアクターとの交流を行い、貴重な体験学習になるはずです。
８月20日には、水城高等学校がホスト校になり年次大会が開
催されます、提唱の水戸ロータリークラブの協力のもと、若
いインターアクターの企画がいかなるものか、お顔を見せに
来てください。そして、９月にはインターアクターの国際交
流として米山奨学生とのバーベキューの企画進めております、
ロータリーファミリーの横のつながりを広げる一つとして考
えており楽しく広がりを持てるよう進めていきたいです。
インターアクターはロータリアンと志を同じとする最も若
い仲間だと思います、彼らの健全なる成長のために興味を持
っていただきまして、ぜひとも地区の青少年活動に参加の程
お願いいたします。

GOVERNOR'S MONTHLY LETTER



地区委員長紹介

青少年並びにライラ委員長

戸 谷 聰 子
（つくばシティＲＣ）

地区委員の委嘱状をいただき長くライラセミナ
ーに係るようになり、友人も出来ました。特にう
れしいのは、地区委員から外れても「ライラセミ
ナーの時はお手伝いに行きますよ」と言ってくだ
さるロータリアンがいらっしゃることです。手続
要覧のうしろ表紙に４つのテストが書かれてあり、

ローターアクト委員長

内 藤

（水戸ＲＣ）

学

当地区は現在８クラブに約50名のローターア
クトが在籍しています。全国平均よりかなり少な
いのが現状です。今年度は『第30回全国ロータ
ーアクト研修会』が初めて開催されます。テー
マは「ＳＡＩＫＡi」。時期は2018年３月17日・

青少年交換委員長

川 上 美智子
（水戸好文ＲＣ）

「国際社会で活躍できる人材育成―青少年交換」
国際社会のコミュニケーションツールである語
学に自信がもてない日本人、私自身も国際学会等
の発表で苦労をしてきた一人です。それを克服す
るには、幼少期からの早期語学体験が重要である
ことが実証され、平成30年の新学習指導要領から
英語教育が大きく変わろうとしています。高校生
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3）好意と友情を深めるかと問われた時、ロータ
リーの友情は素晴らしいと思っています。時には
自分をふり返ってみる機会もいただきますが、皆
で力を合わせながら次年度への反省をもとに事業
を計画し、実施しております。今年度も大洗町の
「こどもの城」で実施いたしますのでどうぞよろ
しくお願い致します。

18日、場所は水戸の県民文化センターとホテル
レイクビュー、来場予測人数は約800名です。し
かし全国のお客様を対応するにはメンバーの数が
不足しています。どうか提唱クラブ・近隣クラブ
の皆さんには18～30歳の若手社員、ご子弟、お
知り合いのご紹介を。未提唱クラブの皆さんには
当日彼らの姿を是非ごらんいただきたいのです。
我々の会員増強が叫ばれる今日、将来のロータリ
アン候補である彼らを育てる重要性と、日々成長
していく彼らの姿を感じていただければ幸いです。
皆さんのご理解とご協力を切にお願い申し上げま
す。

を対象とする青少年交換プログラムは、この国際
力を高める上で大変意義深いもので、RIが最も力
を入れている事業です。今年度も長期交換のアウ
トバウンド、インバウンドは３名枠で、アメリカ、
フランス、タイの３国と１年間の交換留学を行い
ます。短期交換のアウトバウンド、インバウンド
はタイ国のみに限られますが、５名の方々が８日
間の異文化・交流体験をします。帰国生の晴れや
かで逞しい姿を見ると、日本の外に出てはじめて
見える景色が、日本や世界を理解する国際人とし
ての芽を育ててくれることを実感させられます。
本プログラム、送り出しクラブ、受け入れクラブ
の強力なサポート無くして達成できるものであり
ません。今年度もどうぞ宜しくお願い致します。

地区委員長紹介

青少年奉仕支援アドバイザー

清 水

（日立ＲＣ）

清

保延ガバナー年度も引き続き青少年奉仕支援ア
ドバイザーを担当することになりました。青少年
の健全なる育成は黎明期のロータリアンより受け
継がれ、最重要課題として今日、多くのロータリ
アンに理解され様々な奉仕活動として取り組まれ
ております。その目的は、若者たちが高い道徳観
を持った大人になることが極めて重要であること、
将来社会に役立つ指導力豊かな青少年に育つこと
にあります。

国際奉仕総括委員長

瀬 戸 隆 海
（水海道ＲＣ）

様々な奉仕プログラムにおいて、得手不得手と
するクラブがあって当然であります。その中にお
いて、やってみたいんだけど取っ掛かりが判らな

世界社会奉仕委員長

大 藤 博 文
（大子ＲＣ）

国際奉仕の理念は、海外での社会奉仕です。委
員長として３年目の本年度も、国際奉仕事業にお
いて提唱クラブが発案し、その事業に賛同したク
ラブが資金を出し合う、相互扶助プログラムであ
る第2820地区独自の“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。前年度は

国際ロータリーの歴史においても、1920年に
アトランティックシティ大会で青少年活動を含め
るためのロータリー細則改正が決定され、全国青
少年活動委員会が設立されました。青少年活動が
ロータリアンに魅力的であった理由は、青少年を
良き市民、立派な職業人に育てる、すべての青少
年に潜在能力を引き出す機会を与える、そして職
業訓練を奨励するという目標が、ロータリアン自
身の信念と一致していたからであります。各クラ
ブにおいて何か青少年の健全育成を目的とした奉
仕活動に取り組まれますことを願っております。
本年度は、2820地区ローターアクトが全国ロー
ターアクト研修会を水戸市で2018年3月17－18
日に主催いたします。ロータリアンの皆様にも多
数ご参加いただき彼らの熱意と成長振りに触れて
いただき度お勧めいたします。

いというクラブも少なくありません。それを察知
して、情報を提供していくのが、地区委員会であ
ります。
国際奉仕においても、ご他聞に漏れず冴えたる
ものであるかと思います。国際奉仕は、国際友好
と世界社会奉仕の二本立てでありながら、車の両
輪のごとく活動してこそ成果が上がるものであり
ます。是非とも、クラブの応援隊として今年一年
活動していきたいと思います。

提唱７クラブに41クラブより170万円余りの支
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。
今後、事業の中に予算が増大し、“この指とま
れ”ではまかないきれない国際奉仕事業も考えら
れますので、グローバル補助金制度の活用も図っ
ていかなければと思います。
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）

国際奉仕委員会の国際交流共同委員長３年目に
なります。１年目に国際奉仕委員会についてのア
ンケートを行いました。アンケート
からいろいろな情報を頂きました。しかし、なか
なか情報を有効に利用出来ずに２年目が過ぎてし
まいました。

ロータリー財団総括委員長

藤 居 彰 一
（日立ＲＣ）

ロータリー財団使命は、ロータリアンが、健康
状態を改善し、教育への支援を高め、貧困を救済
する事を通じて、世界理解、親善、平和を達成で
きるようにする事である。
此の事を、会員の皆様と共に再認識し、ロータ
リーの目標：2017-2018年度に掲げられた、優
先事項２の目標

ポリオ・プラス委員長

塙

伸 一

（つくばシティＲＣ）

今年ポリオの発症は全世界で２か国５件の発症
例にとどまっております。
先日のＲＩ2820地区大会の場においてアグネ
ス・チャン様より熱い心のこもった講演をいただ
きました。 その中にポリオのお話しをいただき
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国際奉仕活動は、会員個人・クラブ・地区の活
動と考える事ができると思います。２年度目の研
究会でたくさんのご意見が出てきました。地区の
国際奉仕活動は友好地区との活動等が行われてい
ます。クラブの国際奉仕活動は、当然ですが、ク
ラブとクラブの活動になっています。国際奉仕活
動は、会員が基本です。地区の国際奉仕活動から
会員個人の活動まで、会員の参加が得られる機会
の手助けをしたいと思います。

１．ポリオ撲滅という世界の子供達への約束を果
たす。
２．６つの重点分野における奉仕活動と支援を奨
励して、ロータリアンと学友のロータリー財
団二関する知識と参加を増やす。
３．ロータリー財団への年次基金への寄付と恒久
基金への寄付（2025年まで20億2500万ド
ル）を増やす。
４．財団への寄付及びクラブ会員増強と奉仕活動
の目標を、ロータリークラブセントラルで提
出するクラブを増やす。
達成に取り組んで参ります。会員各位の御理解と
御協力を宜しくお願い申し上げます。

ました。
地球上からポリオ全滅まであともう少しです。
会員皆様のご理解とご協力をお願い申し上げま
す。

地区委員長紹介

資金管理委員長

大 津 宣 明
（勝田ＲＣ）

当資金管理委員会は、補助金を適切に管理し市
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・

資金推進委員長

野 間

（筑西きぬＲＣ）

満

地区財団委員を拝命させていただいて、３年を
迎えました。気付かなかったことや、思いもよら
ぬこと等、行動することで多くのクラブとロータ
りアンとの関わりで、経験し学ばせていただきま
した。昨日までやってきたことの積み重ねで「今
日」はできていますが、それと同じように「将

補助金委員長

新 井 和 雄
（下館ＲＣ）

畏くも、地区ロータリー財団補助金委員長を仰
せつかりました、下館ロータリークラブ所属の新
井和雄です。ロータリー暦は20年目になりまし
た。
近年は、多くのクラブで地域の奉仕活動に地区

銀行講座の管理など)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。

来」は「今日」やることによって出来る筈です。
「見えないもの、無いものを見る能力」は人間だ
けのものだと40年も前に何かの本で読んだ記憶
があります。ロータリーの描く理想にたどり着く
道筋は１つのように思えますが実際は人によって
違うし、同じロータリアンでも複数の手段がある
ように思います。
しかしただ一つ確かなことは明日のロータリー
は今日のロータリアン一人一人の行動にかかって
いることの認識は万人のロータリアンの一致する
ところだと思います。私に課せられた責務に微力
ではありますが真摯に取り組んでまいる所存です。

補助金をご活用いただくようになりました。また、
海外友好地区を中心に、グローバルグラントを活
用した人道支援プロジェクトが活発に行われてお
ります。そして海外留学生への奨学金の支給が増
えてまいりました。こうした意欲ある会員の皆様
方の活動、そして将来国際社会で活躍することが
期待される学生を支えるべく、申請された補助金
がロータリー財団に速やかに承認されるようにサ
ポートするのが我々補助金委員会の役目です。ど
うぞ遠慮なくご相談いただき、多数のクラブから
多くの申請があることを望みます。一年間どうぞ
宜しくお願いいたします。
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地区委員長紹介

米山記念奨学会総括委員長

菊 池

（水戸東ＲＣ）

敏

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。
今年度の大きな事業として、再び『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の
例会や地域の奉仕活動へ参加し、ロータリアンとの交

米山寄付増進委員長

高 橋 采 子
（古河東ＲＣ）

今年度初めて米山寄付増進委員長をお引き受け
いたしました。米山地区委員３年目になりますが、
初めは何も分からず大変なお役を引き受けてしま
ったと思っていましたが、米山記念奨学会の奉仕
事業の素晴らしさに目覚め、しっかり奉仕事業を

米山学友委員長

井 田 充 夫
（つくば学園ＲＣ）

米山の地区委員をさせて頂き、保延年度は３年目となり、今回
学友委員長を仰せつかりました井田充夫と申します。
平成16年10月に入会し、2013-14年のクラブ会長を経験させ
ていただき、地区に関わりを持たせて頂きました。
米山の地区委員の３年目に入るにあたり、この委員長の大役で
少し目覚め、米山の活動の大きさと大切さを感じはじめました。
年間15億円の寄付額（我社の年間売上と同じ）750名の奨学生
を１年で輩出する規模を考えるに付けロータリーは約50年素晴ら
しい事をやってきているなと感じました。
今年に入り奨学生の面接、決定、クラブへの振分け、準世話
クラブ、前年奨学生の卒業式（2/18）、地区チーム研修セミナー
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流を通じてより深く日本を知り、ロータリーが求める
“国際親善と世界平和”につながると考えております。
今 年 度（2017年4月 ～ 2018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24名を採用
し合計28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29名（継続：3名、新規：26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。
保延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。

しなければならないと再認識した次第です。
奨学生を決めるための12月の書類選考から１
月の面接まで、甲乙つけがたい優秀な留学生（も
しかしたら一生を左右するかもしれない…）を国
別、学校別共に公平に選ばなければならない作業
は計り知れない大変なことですが、フレッシュな
優秀な留学生とのふれあいは、とても楽しい物が
あります。色々な国の学友会の方々とのふれあい
もあり、皆様から頂いた米山寄付金を大切に、有
意義に活用できるよう精進いたします。今後共、
米山記念奨学会に多大なるご協力をお願い申し上
げます。

（3/5）、クラブカウンセラー・米山奨学生のオリエンテーション
（4/16）、関東の学友の集り、絆の会参加（4/2）、モンゴル学友
会第４回総会参加（5/12-15）、新たな奨学生の米山梅吉記念館
研修（6/3・4）、来年奨学生の指定校決定委員会会議（6/18）と
半年の間に学友委員長見習いとして活動に参加してまいりました。
７月からのロータリー新年度を前にして、米山は奨学生は４月
からの受入となり３ヶ月先行して動いていかなければなりません。
あっという間の１年の流れの中でまだまだ教わらなければならな
い事ばかりですが、私は学友委員長として学友会（現奨学生28人
と卒業した元奨学生の会）の組織の充実と学友会として何が出来
るのかを追求し、活動の良い結果を残していきたい。
2017年８月26日、熊本で日本の33地区学友会と海外９カ国の
学友会組織が集う米山学友会世界大会が開催されます。米山奨学
会の目的とする国際理解と親善に寄与する活動の大きな流れが出
来ようとしている事を感じます。2820地区の米山寄付は一人当り
の寄付額で日本で４番目（5,000万円 28名の奨学生）という大き
な感謝を頂いています。さらによくばりではありますが、米山学
友会に対し、各ロータリアンのますますのサポートを頂き、会が
発展し、感動を与えられる活動にしていくため、何卒よろしくお
願い致します。

アトランタ国際大会報告

アトランタ国際大会に参加して

ホームページ運営委員

平 井

（石岡87ＲＣ）

豊

アトランタに世界174の国と地域から、42,100
名のロータリアンが集まった国際大会に参加して
きましたのでご報告いたします。
今回、石岡87RCからは４名の参加、開会式前
日に、マーガレット・ミッチェル記念館（「風と
共に去りぬ」を執筆した家）、マーティン・ルー
サー・キング記念館、CNN、コカコーラ博物館
と名所を観光しながらアトランタに入りました。
大会はジョージア・コングレスセンターで行わ
れ、午前中は友愛の家で、世界のロータリークラ
ブの活動報告やロータリー商品のブース、地元の
物産品のブースを見学した後、午後の開会式に参
加しました。会場は約20,000人が入れる巨大ア
リーナで行われ、式は「財団100周年記念の鐘」
での点鐘に始まり、RI加盟国旗入場、ジョージ
ア州知事の歓迎の辞、ジャン・ジャームRI会長
の挨拶とセレモニーが続く盛大な会でした。
夜は近くのホテルに会場を移し、約70名が参

加してのお待ちかね「茨城ナイト」の開催です。
保延輝文ガバナーエレクトの歓迎の辞に始まり、
白戸仲久ガバナーの挨拶、友好地区3350地区の
チャイワイパストガバナーの挨拶と乾杯の発声で
開宴となりました。南部料理を楽しみながら、賑
やかな会となりましたが、楽しい時間はあっとい
う間です。山崎清司パストガバナーの挨拶で閉会、
最後に皆で記念撮影を行い散会となりました。
国際大会に初めて参加させて頂き、会場はもと
より、ホテル、街中と様々な場所で世界のロータ
リアンから声をかけられ、改めてロータリークラ
ブが世界に広がる仲間であることを実感すること
ができました。大会への参加を誘って頂いたクラ
ブの先輩に感謝いたします。
次回の国際大会は、来年６月23日～ 27日にカ
ナダ・トロントで開催されます。今回のアトラン
タ大会より多くの方々が参加されることを期待い
たします。
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クラブ周年行事報告①
石岡ロータリークラブ

創立60周年記念式典を振り返る
創立60周年記念実行委員長

久保田 吉 文
創立60周年記念式典を５月13日に、足元の悪
い中、ＲＩ第2820地区ガバナー白戸仲久様はじ
め地区内ロータリアンの皆様、友好クラブ、タイ
の3350地区パツムワンロータリークラブチャイ
ワイ様には遠方よりお越しいただき誠にありがと
うございました。また石岡市長今泉文彦様、石岡
商工会議所会頭高木祐治様、市内奉仕団体の皆様
のご臨席を賜り記念式典を盛大に開催できました
事に、実行委員長として心から感謝申し上げる次
第です。また、私たちと同じ地域で奉仕活動を行
っている石岡87ロータリークラブの皆様方にも
多くご出席を頂きましたことに、熱く友愛の精神
を感じております。
石岡ロータリークラブは、水戸ロータリークラ
ブをスポンサークラブとして、昭和32年６月20
日創立、昭和33年６月22日石岡第二高等学校を
会場として会員21名にて、チャーターナイトが
おこなわれ第2820地区内４番目に誕生しました。
伝統のある石岡ロータリークラブの創立60周年
を迎えられたことは、ひとえに先輩ロータリアン
の皆様、並びに各ロータリアンの皆様の友愛の精
神によるところや地域の皆様方のご理解、ご協力
がなければ成しえないことだと思います。そのよ
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うな中、石岡ロータリークラブの過去の様々な奉
仕活動について、出席した皆様方に充分に紹介で
きなかった事が反省材料と考えおります。
創立60周年式典に於いては、実行委員会を重
ねながら準備をして参りましたがいたらぬ点が
多々あり、おおいに反省し将来につながる事を望
みます。
式典後の祝賀パーティーにつきましては、記念
清興としてオープニングに地元の石岡木遣り弘聲
会による木遣り歌をご披露いたしました。また祝
宴には石岡ロータリークラブが支援している障害
者施設の音楽バンドによる演奏を楽しんでいただ
きました。
地域の特色を演出する事を目標に企画しました
ので、お客様方に地元石岡を理解していただけた
のではないかと思います。
結びに、創立60周年記念式典を終えて、次年
度から石岡ロータリークラブのより一層の親睦の
和ができ、新な奉仕活動を目標にして努力するこ
とができます。ならびに次年度は当クラブの保延
輝文ガバナー年度でもありますので、創立60周
年記念式典の意義は大きいものでした。

クラブ周年行事報告②
大子ロータリークラブ

創立50周年記念式典を終えて
幹

事

福 田 智 昭
平成29年５月14日に大子ロータリークラブ
創 立50周 年 記 念 式 典 を 袋 田 温 泉 思 い 出 浪 漫 館
に て 開 催 致 し ま し た。 大 子 ロ ー タ リ ー ク ラ ブ
は、1966年12月５日に30名の会員で発足しまし
た。この50年間は、社会奉仕と国際奉仕に積極
的に取り組み、地域での奉仕活動を行ってきまし
た。平成29年５月１日現在、大子町の人口が18，
000人を割ってしまい、少子高齢化の問題が、会
員増強に影響を及ぼしてきます。魅力のあるクラ
ブをいかに作るか、課題が山積みです。式典で
は、白戸仲久ガバナー、綿引久男大子町長、鹿志
村吉信ガバナー補佐、第２分区の会長・幹事、白
河ロータリークラブと白河西ロータリークラブの
会長・幹事・野球部の皆様をはじめ、ご出席頂き
感謝を申し上げます。来賓祝辞、50年のあゆみ、
記念事業目録贈呈、功労者表彰と記念式典が滞り

なく終わり、祝賀会が始まるまで、ポレポレの演
奏を楽しんで頂き、茨城県議会議員石井邦一様の
祝辞、チャーターメンバー外池会員の乾杯で祝宴
が始まり、盛会のうちに幕を閉じました。創立
50周年記念式典を終えて、今後ともご支援、ご
協力を賜りますよう心よりお願い申し上げます。
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クラブ周年行事報告③
日立港ロータリークラブ

創立40周年記念式典報告
会長エレクト

古 川 英 希

去る５月21日（日）、日立港ロータリークラブ
は創立40周年記念式典をホテル『天地閣』にお
いて挙行いたしました。
当日は天候にも恵まれ、白戸仲久ガバナー、保
延輝文ガバナーエレクト、大高司郎第１分区ガバ
ナー補佐、橋本昌茨城県知事、小川春樹日立市長

14
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をはじめとしたご来賓の方々そして
近隣ロータリアンの皆様に多数ご出
席頂きましたことに、あらためまし
て御礼申し上げます。また、何かと
不行き届きの点が多々あったと思い
ますが、ロータリーの友情に免じて
お許し願います。
式典においては、40周年記念事
業としての、ロータリー財団、米山
奨学会への特別寄付、地元日立市の
近隣交流センターへの音響設備一式、
泉ヶ丘中学校構内へ防災井戸の寄贈
を行ないました。その後、会場を移
動し行なわれた祝宴では、橋本茨城
県知事、小川日立市長がカラオケの
熱唱もご披露されるなか、来賓、ご
招待者、会員、家族と共に楽しく飲
んで歓談し、親睦を深める事ができました。
今後は今回の創立40周年事業キャッチフレー
ズ『地域と共に更なる未来へ』を実践すべく、会
員一同、気持ちを新たに地域に貢献できる奉仕活
動を行なっていきたいと思っておりますので引き
続きご指導、ご支援を宜しくお願い致します。

クラブ周年行事報告④
日立中央ロータリークラブ

創立25周年を迎えて
会

長

佐 藤 利 和
日立中央RCの創立25周年 記念例会は５月15
日、ホテル天地閣にて行われました。
当日は小川市長、国際ロータリー第2820地区
白戸ガバナー、清水パストガバナー、藤居パスト
ガバナー、第１分区大高ガバナー補佐、田島地区
幹事、福田地区会計長、また、スポンサー RCで
もあります日立RC金澤会長はじめ、第１分区の
会長・幹事・会員の皆様、そして友好クラブ山辺
RC皆様のご臨席と、当クラブ会員・家族・OB
など総勢80名の出席をいただきました。
記念事業と致しまして、ロータリー財団・米山
奨学会への寄付、「ひたち郷土かるた」英語版を
市内小中学校１クラスに１部・市内コミュニティ
ー推進協議会などに700部を寄贈、日立市青少年
育成推進会議へ「ひたち郷土かるた」競技板100
枚を寄贈致しました。
祝賀会も終始和やかな雰囲気で進み、25周年例
会の幕を閉じました。

会を通して、皆様方からのあたたかいお言葉を
いただきまして、ロータリーの友情を改めて実感
致しました。まだまだ25年と歴史が浅く少人数
のクラブですが、皆様方への感謝を胸に、われわ
れができる奉仕のあり方を模索し、さらなる進歩
を遂げるよう邁進していく所存でございます。
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新会員紹介・訃報
☆新会員紹介
友部RC

金沢

水戸RC

大介

藤本

石川

学

[入会年月日]

[入会年月日]

[入会年月日]

[職業分類]

[職業分類]

[職業分類]

平成29年４月１日

平成29年５月９日

イベント関連

水戸RC

鯉沼

平成29年５月９日

生命保険業

水戸RC

弘之

桑原

証券業

水戸RC

康二

松岡

宏

[入会年月日]

[入会年月日]

[入会年月日]

[職業分類]

[職業分類]

[職業分類]

平成29年５月９日

平成29年５月９日

加工食品

水戸RC

宮沢

平成29年５月９日

中央銀行管理職

水戸RC

敏夫

遠山

警備

水戸南RC

薫

神代

学光

[入会年月日]

[入会年月日]

[入会年月日]

[職業分類]

[職業分類]

[職業分類]

平成29年５月９日

平成29年５月９日

損害保険業

水戸南RC

松本

平成29年５月12日

総合建設業

下館RC

幸雄

木幡

商業銀行

鹿島臨海RC

浩

藤土真知子

[入会年月日]

[入会年月日]

[入会年月日]

[職業分類]

[職業分類]

[職業分類]

平成29年５月12日

平成29年５月24日

経営コンサルティング

▪訃報▪
謹んでお悔やみ
申し上げます。
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水戸RC

淳

銀行

飲食業

古河中央RC

古河中央RC

[享年70歳]
1947年３月31日 生
2017年５月５日 逝去

[享年70歳]
1947年１月26日 生
2017年６月24日 逝去

1998年１月14日 入会
建設業

1998年１月14日 入会
家具KDメーカー

岡安

重勇

ロータリー歴／創立会員，1998－2000年 各委員長
2001－2002年 幹事，2003－2006年 理事役員
2007－2008年 第11代会長
2009－2015年 各委員長・理事役員
2017年 ホームページ管理委員会委員長
寄 付 歴／マルチプル・ポール・ハリス・フェロー⑴
第２回米山功労者
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平成29年６月１日

岩本

清治

ロータリー歴／創立会員，1998年 幹事（初代）
1998－1999年 幹事，2000－2004年 理事役員
2005－2006年 第９代会長
2007－2016年 各委員長・理事役員
2017年 ほたるの里友の会 会長
寄 付 歴／マルチプル・ポール・ハリス・フェロー⑴
第２回米山功労者

information
８月のガバナー公式訪問
８月１日㈫

鉾田ＲＣ

８月のスケジュール
８月５日㈯

米山記念奨学会

世話クラブ・

３日㈭

日立港ＲＣ

準世話クラブ合同セミナー

９日㈬

高萩ＲＣ

（つくば山水亭）

10日㈭

鹿島中央ＲＣ

22日㈫

竜ヶ崎ＲＣ

23日㈬

土浦中央RC

25日㈮

古河RC

28日㈪

那珂湊RC

29日㈫

日立南RC

27日㈰

第１回会長・幹事会
（石岡プラザホテル）

お知らせ
◎第23回地区親善野球大会のご案内
地区親善野球大会を10月21日土曜日に開
催致しますので、参加ご希望のクラブはス

8月の創立クラブ
1955年８月17日

那珂湊ＲＣ

1968年８月１日

下妻ＲＣ

ケジュールの確保をお願い致します。
62歳

49歳

◎地区ホームページ委員の変更について
小泉孝人さん（水戸西）転勤のため、後任
として石山央さん（水戸西）に変わりました。

文庫
通信

「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致します。

358 号

最近の文献から
ロータリー概論
―ロータリー史からみた奉仕の理想

『ロータリーの真髄』
～変えてはいけないロータリー

ロータリーエッセイ・英米史の中での
ポール Ｐ.ハリス考

〈上記申込先：ロータリー文庫〉

あわじ中央ＲＣ

矢作好英

2009

2002

167ｐ

27ｐ

ロータリーの基本～研修の手引き
本田博己

2012

40ｐ

全く私（わたくし）的なロータリーの記録
井原俊彦 〔2015〕 83ｐ

職業奉仕を学ぶ

D.2680 〔2015〕 108ｐ

クラブ会長スピーチ集
D.2650

2016

94ｐ

深川純一

D.2510 IM実行委員会

世界でよいことをしよう：
ロータリー財団百年誌
デイビッド C.フォワード

R.I.

2017

2015

31ｐ

296ｐ

〈申込先：国際ロータリー日本事務局 FAX 03-5439-0405〉

ロータリー入門書2017 ～ 2018年度版
前原勝樹・重田政信・渡辺好政

2017

227ｐ

〈申込先：北斗事業出版 TEL 03-5207-6681〉

ロータリー財団ハンドブック
D.2750

2017

〈申込先：D.2750

112ｐ

FAX 03-5472-2750〉

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
http://www.rotary-bunko.gr.jp【開舘：午前10時〜午後５時 休館：土・日・祝祭日】
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ロータリー

情 報 館

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。

北茨城ロータリークラブ（小池健会長）は２
月26日、北茨城市磯原町磯原の市民体育館で、
「佐々木杯争奪第39回近県北茨城剣道大会」を
開いた。子どもたちの健全育成が目的。青少年奉
仕活動の一環。
同市や水戸市、日立市、ひたちなか市、大子町、
福島県いわき市から小中学生321人が参加。子ど
もたちは真剣な表情で臨み、最後まで諦めない迫
力ある試合を展開した。＝写真。
同クラブは今後、同時に薬物乱用防止キャンペ
ーンなども行うという。

第4分区の皆様、ありがとうございました。
●2016-17年度第４分区ガバナー補佐 植竹清治
様より、第４分区ＩＭゴルフ大会の余剰金をロー
タリー財団への指定寄付としてお預かりいたしま
した。誠にありがとうございました。

月信編集委員会からのお願い
本年度、保延ガバナーのスローガン『未来へチャレン
ジ』に相応しいと思われる奉仕活動の「案内告知」ま
たは「活動報告」の投稿を募集いたしますので、よろ
しくお願い致します。

編 集 後記

８月号は、現在６月半ばに編集会議を進行中ですが、保延ガバナー年度スタート
前にもかかわらず、地区役員の皆様にはさっそく原稿依頼をこころよくお受けして
くださり大変感謝しております。さて、９月号からはガバナー公式訪問の記事の掲
載が始まりますので、各クラブ幹事さまには準備の程よろしくお願いいたします。

月信編集長の

ゴルフ
下手の横好きコーナー

G.S

コンビニ

国道６号線

飛距離アップその一、「楽に飛ばせる夢のドライバー」
の誘惑には負けずに、まずはスイング改造から。
練習用のやわらかシャフトの器具を購入し素振りを、
初めての体験でしたが目からウロコ、価値ありでした。
＊夏のゴルフは水分補給をこまめにとりましょう！

至土浦
千代田石岡I.C

丸亀製麺

至水戸

常陽BK

ガバナー事務所

郵便局

石岡プラザホテル３F

JR常磐線

石岡駅

国際ロータリー第2820地区 ガバナー事務所
〒315-0014 茨城県石岡市国府1–6–33 石岡プラザホテル3F
TEL 0299–56–6792／FAX 0299–56–6793
E-mail : 17-18@rid2820.jp

至水戸

