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Ⅰ ロータリーの重点分野
①平和と紛争予防／紛争解決
②疾病予防と治療
③水と衛生
④母子の健康
⑤基本的教育と識字率向上
⑥経済と地域社会の発展

Ⅱ RI戦略計画のビジョン
①クラブのサポートと強化
②人道的奉仕の重点化と増加
③公共イメージと認知度の向上

Ⅲ RI戦略計画の中核となる価値観
奉仕、親睦、多様性、高潔性、リーダーシップ

Ⅳ 会員増強
会員数120万人を2015年までに130万人まで増加

2820地区目標
地区テーマ　「新しい奉仕活動への挑戦」

RIテーマ「ロータリーを実践し みんなに豊かな人生を」

１．ロータリー財団の幕開け（未来の夢計画実施年
度のスタート、中・長期計画）

　　２．会員増強と退会防止（各クラブ純増１名以上）
　　３．ポリオ撲滅（残るは、アフガニスタン、ナイジ

ェリア、パキスタンの３ヶ国）
　　４．会長賞にチャレンジ（会員増強の推進・ロータ

リー財団を通じた人道的奉仕の充実・ロータリ
ーファミリーを通じたネットワークの強化）

　　５．公共イメージと認知度の向上
　　６．ロータリー財団の寄付　１人150ドル
 　　（内訳：ロータリー財団 130ドル、ポリオ・プラス 

　20ドル）
　　ベネファクター　1,000ドル 各クラブ１名以上
　　米山記念奨学金　寄付目標 １人25,000円以上

　国際ロータリー第2820地区2013〜2014年度「地区大会」が４月５日（土）６日（日）の２日間、
水戸市千波湖畔の茨城県立県民文化センターで開催されました。朴南洙ＲＩ会長代理をお迎えして大
会２日目の本会議には約1,300名の地区会員が参集しました。ホストクラブの水戸南ＲＣとコ・ホス
トクラブの水戸さくらＲＣ、両クラブメンバーの協力で「温故知新」のテーマのもと、なんとか「お
もてなし」ができたのでは、と思っています。
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RI第2820地区ガバナーメッセージ

　まずはじめに、昨年の公式訪問に際し、皆
様の素晴らしい奉仕活動に触れさせていただ
きましたこと、そして、暖かいおもてなしを
いただきましたことを、厚くお礼申し上げま
す。おかげさまで、12月20日を最後に、58
クラブの公式訪問を無事終えることができま
した。
　その後まもなく、公式訪問が終わるのを待
っていたかのように、ＩＭが始まりました。
８つの各分区のガバナー補佐を中心として、
実際にＩＭを企画運営されたホストクラブの
会長・幹事、実行委員長、会員の皆様には本
当に世話になり、ありがとうござました。
　皆様ご存じのように、ＩＭは、インターシ
ティ・ミーティングの略で、近くの市町村の
数クラブが集まって情報交換および親睦会を
行うものとされています。そして、その内容
は、各分区に任されています。講師を呼んで
話を聞く分区があったり、各クラブごとに奉
仕活動について発表をする分区などがあった
りと、様々な情報を交換する場であると考え
ています。
　今年度のＩＭの主な内容を各分区ごと開催
順に申し上げますと、第６分区は、第７航空
団百里基地司令空将補・大浦弘容様の「我が
国の周辺の情勢と今後の防衛力整備」と題し
た講演がありました。第１分区は、日本盲導
犬協会より「視覚障がい者と盲導犬の現状」
と題しての講演の後、チャリティー公演や盲
導犬体験が行われました。第４分区は、第１
ゾーンロータリー・コーディネーターで塩釜
ロータリークラブの桑原茂様により「会員増
強や元気なクラブ」と題した講演がありまし
た。第２分区は、「ロータリーを全うし最良

の人生を送ろう」というテーマで開催され、
株式会社日立製作所ひたちなか総合病院長・
永井庸次様より「前立腺癌について」の講演
があり、理学療法士の井坂美穂様から「ロコ
モティブシンドローム予防」と題して体操の
指導をいただきました。第７分区は、水海道
ロータリークラブの松坂興一会員によります

「職業奉仕とロータリー」というテーマでの
講演がありました。第５分区は、本年度の地
区目標「新しい奉仕活動への挑戦」を主に「補
助金を活用した奉仕活動」と題して、同分区
の７クラブの皆様から奉仕活動についての発
表、また、真壁ＲＡＣ、下館ＲＡＣから「会
員増強の協力と奉仕活動の報告」がありまし
た。第８分区は、「未来の夢計画活動報告」
をテーマに６クラブから奉仕活動についての
発表がありました。第３分区は、「気づき・
発見・誇り」というテーマで開催され、「外
国から見た日本・日本から見た外国」という
テーマで３人の外国人と２人の日本人から発
表がありました。
　各分区とも、素晴らしいＩＭだったと思い
ます。そして、ガバナー補佐が分区のニーズ
に対応して、自分の分区の仲間が参加しやす
い企画内容になっており、ガバナー補佐の思
いが充分に感じられるＩＭでした。私自身も
大変勉強をさせて頂きました。
　そして、各分区とも最後は、分区内のロー
タリアンが顔を合わせて、分区としての親睦
を深めることができた貴重な機会であったと
思います。
　ガバナー補佐、クラブ会長、実行委員長、
幹事さん、素晴らしいＩＭに対してお礼申し
上げ、挨拶とさせていただきます。

長谷川國雄

国際ロータリー第2820地区
2013-2014年度　ガバナー

（水戸南）

～IMを終えて～
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第４分区ＩＭ報告

　第４分区のＩＭは、２月１日(土)、この時
期としては暖かい日に恵まれ、市民ホールス
ペースＵ古河に於いて、来賓に長谷川國雄ガ
バナー、萩原亢雄パストガバナー、山崎清司
パストガバナー、塚越松江第８分区ガバナー
補佐、ＩＭリーダーに清水清パストガバナー
をお迎えし、基調講演の講師に第2520地区、
第１ゾーンロータリーコーディネーター、塩
釜ＲＣの桑原茂パストガバナーのご臨席を賜
り、分区内会員183名の登録を頂き開催致し
ました。
　ロンＤ．バートンＲＩ会長は、４項目の運
営目標を掲げ、ＲＩテーマを「ロータリーを
実践し、みんな豊かな人生を」とされました。
ＲＩ会長の運営目標を踏まえて長谷川ガバナ
ーは６項目の地区目標を掲げ、地区テーマを

「新しい奉仕活動への挑戦」とされました。
長谷川ガバナーの地区目標の第１が「ロータ
リー財団の幕開け」（未来の夢計画実施年度
のスタート）であります。これを受けて第４
分区のＩＭテーマを「未来の夢計画実施に挑
戦しよう」としました。
　基調講演は第１ゾーンロータリーコーディ
ネーターの桑原茂（塩釜ＲＣ）パストガバナ
ーにお忙しい中遠路よりご臨席を賜り、未来
の夢計画の中の「会員増強や元気なクラブ」
の演題のもと、国際ロータリーでご活躍され
ておられます桑原様に高次元からのお話を拝
聴させていただきました。普段ではお聞きす
ることの出来ない貴重な講話をお聞き出来、
今後の会員増強やクラブ運営に役立たせて頂
きます。
　基調講演の後、休憩をはさんで、後半は、

ＩＭテーマ「未来の夢計画実施に挑戦しよ
う」のもと、各クラブがロータリー財団の地
区補助金を受けて、未来の夢計画にふさわし
い色々な社会奉仕活動の発表をして頂きまし
た。５クラブの奉仕活動を予めパワーポイン
トにまとめて、スムースに発表して頂き、お
互いのクラブの情報共有という目的を充分果
たせたと思います。
　ＩＭ閉会後は、場所をホテル山水に移し、
楽しい懇親会を開催いたしました。来賓の
方々はじめ、分区内会員相互の親睦と面識を
広め、ＩＭの目的を達成することが出来まし
た。
　ＩＭ開催の為に半年前から実行委員会を組
織して、会
議を重ねて
準備をして
頂きました
古河ＲＣの
皆様に深く
感謝申し上
げ、報告と
させていた
だきます。 

関口　哲勇

　

（古河）

第４分区ガバナー補佐
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第３分区ＩＭ報告

　第３分区のＩＭは３月２日（日）水戸京成ホ
テルを会場に、長谷川國雄ガバナー、山崎清司
ＩＭリーダー、藤居彰一ガバナーエレクト、分
区内パストガバナー、水戸市長高橋靖様を来賓
としてお迎えし、分区内各クラブの会長幹事を
はじめロータリアン182名のご参加をいただい
て開催いたしました。
　今回のＩＭは少し趣向を変えてみました。
　「気付き・発見・誇り」をテーマに海外から
の留学生（ロシア・チェリャビンスク、西アフ
リカ・ベナン共和国、ミャンマー）３名と交換
派遣ロータリー親善大使２名の講演を行いまし
た。母国や派遣先の言葉で自己紹介や文化・習
慣などの違いについてのユーモアあふれるスピ
ーチでした。
　ロシアから来たエリザベータさんは2011年
３月11日の東日本大震災を体験した時、日本
人の優しさに触れ、感動され、母国でも日本の
ことを多くの人達が心配されて国境を越えて人
を思いやることの大切さを痛感したとのこと。
　富士山の美しさに憧れ遠く西アフリカ・ベナ
ン共和国から来たバクミンさんは母国において
病院・学校などの建設に多くの日本人が係わっ
ていることに感謝しているとのこと。
　ミャンマーのワア・パウさんは天然自然が豊
富にあるが、開発が遅れ電気・水道・病院・学
校の無い地域も多いとのこと。チャンスに恵ま
れ日本に留学できたことを活かして母国の開発
のための仕事がしたいと熱い思いを話してくれ
た。
　ロータリー親善大使の沼田さんはいろいろな
言語に興味を持っているとのこと。今回タイ・
バンコクに留学してタイ語に興味を持つように
なったとのこと。タイ語が専攻できる大学に進
学することを決め、より多くの外国の人と触れ
合い、社会に活かして行きたいとのこと。
　フランス・ショーモンに派遣された薄井さん
はフランス人は政治に高い関心を持ち議論好き

とのこと。ヨーロッパに住んでみて改めて日本
人の素晴らしさを痛感したとのこと。お二人と
も日本での常識や自分にとって当たり前のこと
が実はそうでないことに気付いたとのこと。
　今回の皆さんの講演は、母国を離れ民族・宗
教・文化の違う外国での生活は異なる人生観や
価値観に触れることのできる貴重な体験だった
と思う。この体験がグローバルな視野を身に付
け、国際社会へ巣立っていくための礎となるこ
とを期待したい。
　そしてこのテーマにはもう一つ願いと思いが
込められている。それは茨城県の魅力度を高め
たい、誇れる県にしたい「ロータリアンとして
何かできないか」との問いかけであります。ご
理解いただければ幸いです。
　後半は懇親会です。和やかな雰囲気で楽しむ
ことが出来ました。
　長谷川ガバナーは健康管理のために酒を慎ん
でおりましたが、この日だけは好きな日本酒を
すすめられ楽しそうに味わっておられました。
親睦と友情がより一層深まるなか「手に手つな
いで」を全員で合唱して閉会となりました。
　最後に、ＩＭ開催のためご尽力いただいた水
戸さくらＲＣの高槻実行委員長、大木会長をは
じめ会員の皆様に厚く御礼申し上げ、ご報告と
いたします。

池田　勇夫

　

（水戸さくら）

第３分区ガバナー補佐　
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会長エレクト研修セミナーの報告

鈴木　一良（日立）

地区幹事
　

　会長エレクト研修セミナー（略してＰＥＴ
Ｓ）が2014年３月８日（土）から９日（日）
にかけて、日立市内のホテル天地閣において
開催されました。藤居彰一ガバナーエレクト
が責任者として主催する2番目の研修会とな
るものです。初日は10時半から19時まで（17
時半から19時までは懇親会）、２日目は9時
から12時までの１日半の研修日程を無事終
了することができました。関係者の皆様に厚
くお礼申し上げます。
　クラブの次年度トップリーダーとなる会長
エレクト58名が一堂に会しての研修会であ
り、会長エレクトがクラブ会長になるために
出席が義務づけられています。
　2014－2015年度におけるゲイリー・ホァ
ンRI会長のRIテーマ「ロータリーに輝きを」
及び藤居彰一ガバナーの地区テーマ「深めよ
う、奉仕を通じて地域社会に貢献を」や方針・
重点目標等を共有し、クラブ会長としての任
務と役割を理解するとともに、自クラブの管
理運営について準備する場でもあります。
　研修の内容については、野堀研修リーダー
を中心とする地区研修委員会で検討され、当
日は、藤居ガバナーエレクト、片岡、北村、
長谷川、永井４氏の地区研修委員、委員会担
当カウンセラー８氏並びに地区総括委員長
８氏が講師とな
り、有意義な研
修が行われまし
た。
　ゲイリー・ホ
ァンＲＩ会長の
世界のロータリ
アンを130万人
にするという方

針を受け、藤居彰一ガバナーエレクトは会員
増強を重点目標の第一に掲げましたので、２
日目の討論セッション10において、今年度
３名以上会員増強したクラブの中から、３ク
ラブに代表していただき「我がクラブの会員
増強の状況について」の事例発表をしていた
だきました。３クラブとも特別なことはして
いないと謙遜しつつも、水戸西ＲＣクラブか
らは「多様な会員からなる会員増強プロジェ
クトチームの設置」、つくばシティＲＣから
は「新入会員推薦報告者に記念品贈呈、推薦
者が３か月間例会時に隣に座りサポートする
退会防止策」、高萩ＲＣからは「５回連続し
て会員増強フォーラムを開催、39名もの片
思いリストをリストアップ」等、有効な方策
の数々が紹介されました。その後ガバナー補
佐を進行役とするグループディスカッション
を行い、会員増強は危機感を持ち、会長を先
頭に全員で対応する必要があることを再確認
したことは会長エレクトの皆様にとって大変
参考になったものと思われます。３クラブの
会長エレクトの皆様ありがとうございました。
　今回の２日間にわたる研修会では、懇親会
の親睦・交流も大いに盛り上がり、次年度の
クラブ運営に携わる会長エレクトの皆様が同
じ思いを共有する素晴らしい仲間づくりがで
き、地区としてのまとまりが生まれた有意義
な研修
会であ
ったこ
とをご
報告申
し上げ
ます。



7RID2820 ◎ 2013-2014 No11

May 2014

新　会　員
紹　介

ロータリークラブ名
氏　名
入会日

職業分類

水戸東

佐藤　通彦
2014.3.27
商業銀行

水　戸

永井　洋之
2014.3.25
旅行斡旋

水　戸

鬼澤　幸夫
2014.3.25
専門工事

土　浦

関根　将智
2014.2.20
旅行斡旋

友　部

藤田　芳美
2014.3.11

解体業

水戸南

宇留野秀一
2013.12.20

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

  下妻ＲＣ　山
やま
内
うち
　光
みつ
洋
ひろ

（享年　満62歳）
  1952年（昭和27年）１月22日生
  2014年（平成26年）２月12日逝去
【入会年月日】1992年12月１日
【職 業 分 類】神職
【寄　付　歴】マルチプル・ポール・ハリス・フェロー（２）
　　　　　　　　第３回米山功労者マルチプル
　　　　　　　　ベネファクター

山内　光洋（下妻ＲＣ）

つくば学園

和田　哲郎
2014.3.13

建設
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ＩＭ寄稿　＜第３分区ＩＭ・卓話＞

　2012/2013年の長期青少年交換学生とし
てタイに派遣されました沼田千聖です。この
度は、未熟者の私に貴重な時間をいただいた
ことに感謝しております。
　私は、自分の経験をもとに外国人が思う日
本のイメージや日本語について考えました。
最初に思ったことは「タイ人は日本のことを
よく知っている」ということです。吉野家や
ココ壱番屋などの飲食店が多くあり、日本の
文化がとても浸透しているからだと思いま
す。日本のお菓子もスーパーなどで普通に売
られていますが、タイは物価が安いので日本
のお菓子は少し高価な物とされているようで
す。食品に限らず家電や地下鉄、エレベータ
ーでも日本製は安全なものだと思われている
という印象を受けました。また、交換学生の

　世界一の旅行者数を誇り、美しく伝統のあ
る建物が並び、金髪でおしゃれな人々が朝か
ら外でクロワッサンを頬張る…わたしは小さ
い頃から漠然とフランスという国に憧れを持
っていました。また、フランス語という世界
的に便利な言語にも魅力を感じ、将来的にア
フリカの貧しく、元フランスの植民地の子供
たちに教育を受ける機会を与える仕事をした
いと考えていたわたしには、とびっきり合っ
た国。わたしはまさか、自分がそんな機会を
与えられるなんて考えてこなかったけれど、
運良く機会が与えられ、わたしは迷わず答え
ました。「希望国はフランスにします」
　フランスに行く前までは少し不安に思って
いましたが、９月が来て、一回の乗り継ぎ、
計14時間のフライトを経て、フランスとい
う遠い国にたどり着きました。どんなに近い
国でも、住んでみなければ実情が分からない
ように、どんなに遠い異国の文化も住んでみ

中で日本人に対するイメージとして印象的だ
ったものは「日本人は英語が話せない」とい
うことでした。それは私も感じていたことで
したが、改めて日本の教育に対する問題点に
も気づかされました。
　私はタイの学校で日本語選択クラスに所属
し、日本語を教えながらタイ語を勉強してい
ました。タイ語は文法がとても単純で覚えや
すいのに対し、日本語は難しいと考えられが
ちです。しかしそれぞれの言語に簡単な要素
やわかりにくい要素があり、それが他言語の
魅力なのだと思います。１年間タイに身を置
き、日本にいた時には感じられなかったたく
さんのことを学ばせていただきました。あり
がとうございました。

れば分かるようになってくるものです。わた
しは段々とフランスの日本との違い、また意
外にも同じところが分かってきました。
　最初に衣食住の衣の面で言えば、フランス
人のお洒落の仕方は日本人とは大きく違いま
す。フランス人のお洒落は流行というものが
特になく、色でお洒落をします。パリコレク
ションは流行の代名詞でしょ、と思う方もい
るかもしれませんが、パリとパリ以外では大
きな違いがあります。パリは確かにお洒落な
街で斬新ですが、パリに住むのは厳密にはフ
ランス人より、異国から来たファッションを
追い求める人で溢れています。またストール
を巻くのもフランス人の習慣です。
　次にフランス人の大事な面である、食。フ
ランス人は食事に長い時間を費やす、という
話をよく聞くと思いますが、確かにその通り
です。普段から費やすわけではありません
が、それでも食事の順番は守ります。まず、

沼田　千聖

薄井美沙紀

（推薦ＲＣ：水戸）

（推薦ＲＣ：牛久）

2012～2013年長期青少年交換学生

2012～2013年長期青少年交換学生
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サラダなどの前菜を食べ、主菜となる、肉や
魚を大人はワインと一緒に食べます。最後は
ヨーグルトやフルーツを食べて食事が終わり
ます。フランスの家庭では食事の流れを大事
にし、食事中に会話や議論を交わすのが大好
きです。またフランス人は進んで、珍味を食
します。エスカルゴが良い例ですが、牛の頭
や、蛙やウサギを食べたりもします。
　最後に住。フランスの町並みはわたしのイ
メージ通り、美しいものでした。わたしの住
んでいた街は小さい街でしたが、石畳で歴史
ある素敵な街でした。またフランス人の男性
は、自分で色んなものを作るのが好きです。
家を自分でデザインする人も多いですし、庭

のテラスを自分で作り、飾り付ける人も多い
です。
　フランスに一年間滞在して気づいたこと
は、わたしたちがフランスのことを知らない
よりももっと、フランス人にとって日本は遠
い国であり、認知度も低いということです。
フランスにいって見えてきた日本という姿を
わたしは大事に持ち続け、フランスに紹介し
ていきたいと思います。日本の良いところ、
また悪いところを改めて感じさせてくれたこ
のフランス滞在というチャンスを与えてくだ
さった皆様に心から感謝しています。有難う
ございました。

前唄　　土俵のヤ　砂つけ　男を磨き　錦をヤ　飾りて　母待つ国へ

本唄　　国際ロータリー　第2820地区　第８分区　ＩＭを祝う唄
アー　ドスコイ　ドスコイ　　　　　ロータリークラブを甚句に読めばヨー
ロータリークラブの会員は　職業倫理を重視して　地域の環境守る為　ニーズを十分検討し地域に根差した活動
と奉仕活動や寄付行為　植樹　清掃　講演会　会員それぞれの交流に　友好事業に力を尽くします
本日集いし団体は　潮来　鉾田　玉造ホイ　波崎　鹿島臨海　鹿島中央ホイ
まちの自慢を語るなら
権現桜も満開で　あやめ祭りももう近い　潮来祇園の笛太鼓　白鳥ならば水原で鉄砲漬やすずめ焼き
常陸利根川屋形船　十二橋めぐりはサッパ舟　光圀所縁の長勝寺
鉾田名産数えれば　メロン　イチゴにサツマイモ　日本一の出荷量　子宝安産願うなら　塔ケ崎観音ご縁日
夏の終わりのお祭りは　片肌抜いた姉さんと　ひょっとこ乗せて山車が行く
水の未来を考える　日本最初の科学館　梶無川には太公望　相輪橖なら西連寺　まちの土産のお勧めは
芋のお酒と鯉どころ　孝行教える東福寺　ふれあいランドは玉造
童子女（おとめ）松原公園は　若い男女（ふたり）の恋結ぶ　オープンテニスやトライアスロンまちをあげての
大会は　心を込めたおもてなし　波崎の海に陽が昇り　大漁旗が揺れて行く
威厳を秘める神宮や　芭蕉が句を詠む根本寺　祭頭祭や神幸祭　寺なら名刹大福寺剣豪塚原トは
足利将軍指南役　鹿島アントラーズは旗の波
鹿島臨海工業は国際都市を目指すまち　息栖神社に神之池　歴史民俗資料館　おだや造りは　山本家
千人画廊が目を奪う　大型船やコンビナート　鹿島港めぐりは遊覧船
クラブの活動を言うならば
潮来クラブの活動は　秋の健康フェスタに協賛する
鉾田クラブの活動は　商店街の空いた地に　草や花の植栽と　ベンチを十基寄贈する
玉造クラブの活動は　ふれあいの森に生息する動植物のマップと　環境保護啓発の看板を造って寄贈する
波崎クラブの活動は　カンボジア国の子供らへ　学用品や衣類合わせて井戸など提供する
鹿島臨海クラブの活動は　大震災で被災して　再建中の公園に　山桜を植樹し寄贈する
鹿島中央クラブの活動は　福祉施設の入居者と　家族をそれぞれ招待し　クラシック音楽会を開催する
それぞれのクラブの夢プラン　今日の集いを契機とし　夢が実（まこと）になるように 心の内より祈ります
ホストクラブは玉造　塚越ガバナー補佐を中心に　ガバナーＩＭリーダーとご来賓各位の先生と
団体の皆様集まって　かくも盛大厳かに　開催される勉強会
挙げてお祝いヨー　ホホイ　申しますヨー　アードスコイ　ドスコイ

はやし唄　　アー電気が消えたか真っ暗で　ドラ猫踏んだか　ゴロニヤン ゴロニヤン

ＩＭ寄稿　＜第８分区ＩＭ懇親会アトラクション：相撲甚句＞
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文 庫 通 信　vol.319
　「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２万３千点を収集・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。

最近の資料から
◎「戦国を生き抜いた知恵」
　　細川護煕　2013　7p
　　（D.2650地区大会記念誌）
◎「はやぶさプロジェクトの成果・教訓」　
　　川口淳一郎　2013　4p
　　（D.2820地区大会記録）　　
◎「日本人の持つべき国家観について」　
　　渡部昇一　2013　11p
　　（D.2520地区大会記録誌）
◎「世界の人々のために」
　　緒方貞子　2013　5p
　　（第11回日韓親善会議報告書）
◎「これからの両国のきずな」
　　山東昭子　2013　5p
　　（第11回日韓親善会議報告書）
◎「軍艦『筑波』−偉大なる航海（上）(下）」
　　岡村健　2013　23p
　　（福岡南RC月報）

◎「『がんばらない』けど『あきらめない』」　
　　鎌田實　〔2013〕1p
　　（D.2840地区大会報告書）
◎「これからの生き方」
　　山田法胤　2013　2p
　　（D.2700地区大会の記録）
◎「人が動き街が動く～私のリーダーシップ論」
　　セーラ・マリ・カミングス　〔2013〕21p
　　（D.2800地区大会記念誌）
◎「平和と命」　
　　深川純一　2013　20p
　　（第35回青少年指導者育成セミナー報告書）
◎「掃除実践60年の『人生と経営の哲学』」
　　鍵山秀三郎　2014　10p　
　　（D.2710地区大会特集号）

鴎鴎鴎鴎鴎鴎鴎鴎鴎鴎鴎鴎鴎鴎鴎鴎鴎鴎鴎鴎

〒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
開館　午前10時～午後5時　　休館　土・日・祝祭日

ロータリー文庫
［申込み先］

ハイライトよねやま169号　2014年4月11日発行
＊＊今月のトピックス＊＊

１．寄付金速報ー2013-14年度もあと3カ月…ー
２．各地区で新奨学生のオリエンテーションがスタート
３．タイ米山学友会の総会・活動報告
４．さいたま大空ロータリークラブ加盟認証状伝達式
５．学友から広がる支援の輪ー第2790地区…ー
▼その他の記事は、ぜひPDF版をご覧ください。
　http://www.rotary-yoneyama.or.jp/summary/pdf/highlight169_pdf.pdf…
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出席報告（2013年-2014年度3月分）

月
入
会

月
退
会

月
入
会

月
退
会

月

月　　出　　席　　報　　告 会　員　増　強　報　告 月　　出　　席　　報　　告 会　員　増　強　報　告

出席報告・第2820地区【2013-2014年】

　
分

区

クラブ名
例
会
数

3月
出席率

年間
通算
出席率

年
7月1
日

年
当月
末日

うち
女性

累
計
純
増

　
分

区

クラブ名
例
会
数

3月
出席率

年間
通算
出席率

年
7月1
日

年
当月
末日

うち
女性

累
計
純
増

第

分
区

日立

第

分
区

下館

日立南 結城

高萩 真壁

北茨城 下妻

日立港 しもだて紫水

土浦南

大洗 つくば学園

日立北 筑西きぬ

日立中央 岩瀬

合計 合計

石岡８７

土浦中央東海那珂

つくばシティ

那珂湊

第

分
区

石岡

常陸太田 土浦

大子

ひたちなか

かすみがうら合計

阿見水戸

つくばサンライズ

水戸好文

稲敷

笠間

合計水戸西

第

分
区

竜ヶ崎水戸南

水海道

取手

波崎

鹿島中央

合計

水戸東

牛久水戸さくら

守谷

境

合計

玉造

地区合計

単位（％）

鉾田

藤代

龍ケ崎中央

単位（人）

合計

第

分
区

潮来

鹿島臨海

第

分
区

古河

古河東

第

分
区

第

分
区

岩井

古河中央

友部

勝田

合計



国際ロータリー第2820地区 ガバナー事務所
〒310-0911  茨城県水戸市見和2丁目240-1シャトーアトラス103
Tel.029-353-8089  Fax.029-353-8189
E-mail:13-14@ri2820.net

Information

５月のロータリーレートは１ドル102円です。
お 知 ら せ ロータリーレート

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。

ロータリー情報館

平成26年3月27日（木）茨城新聞 掲載

平成26年4月2日（水）茨城新聞 掲載

平成26年4月8日（火）茨城新聞 掲載

平成26年4月16日（水）茨城新聞 掲載

＊新会員の掲載について
各クラブの新会員をガバナー月信で紹介し
ています。今年度の新会員で掲載がまだの
方は、顔写真をご提出いただければ、月信
に掲載させていただきます。メール、また
は郵送でお送りください。


