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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

　昭和５年に建築された旧県庁舎、歴史を物語るレンガ張りの重厚な外観、すり減って風雪を感じさ
せる大理石の階段やたたき。
　84年の間、数え切れないほどの人々の愛憎を見てきたことでしょう。
　東日本大震災による被害を受け、平成24年12月に４階部分（昭和29年に増築）を撤去して、建築
当初の姿に復元されました。
　茨城県の歴史的建造物としていつまでも大事に保存したいですね。

ロータリー親睦活動月間
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RI第2820地区ガバナーメッセージ

　早いもので私の年度も今月を残すのみとな
りました。各クラブの会長・幹事や委員長の
皆様には次年度への引き継ぎも終えられ、肩
の荷を降ろされているのではないかとご推察
申し上げます。しかし、わずか１ヶ月されど
１ヶ月です。是非ともこの残りの期間を有終
の美で飾られますよう、会員増強などクラブ
の年度目標達成のためご尽力頂きますようお
願い申し上げます。
　さて、６月はロータリー親睦活動月間です。
　この月間は、2000年に「ロータリー趣味・
職業別親睦活動月間」として制定されたもの
が、2001年６月に「ロータリー親睦活動月
間」と改称されたもので、月間としての歴史
はまだ新しいものです。また「親睦活動」と
いう名称から各クラブ内での親睦のための月
間と捉えられがちです。しかし、「ロータリ
ー親睦活動」というのは国際的な親睦活動で
あり、1928年に結成されたエスペラント語
活動に多くのグループが加わって「世界親睦
活動」とされ、1970年に国際ロータリーの
正式プログラムとなったことに始まっている
ものです。2013年度の手続要覧では、第８
章ロータリーのプログラムの中に記載があり

（75頁）、「ロータリー親睦活動は、友情と親

睦を深めるために、共通の職業的活動または
レクリエーション活動を遂行する目的で結束
したロータリアンのグループ」であるとされ
ており、「世界ネットワーク活動グループ」
に属するものとされています（75頁）。
　具体的には、ビール、ワイン、料理、鉄道、
音楽、ヨット、囲碁、写真、切手、健康とフ
ィットネス、医師、弁護士など多岐に渡るロ
ータリー親睦活動グループがあります。各グ
ループの詳細は「ｒｏｔａｒｙ.ｏｒｇ」の「ｍｙ
ｒｏｔａｒｙ」で「行動する」の頁の中にある「才
能ある人材を育てる」という分類の「ロータ
リー親睦活動グループ」に記載がありますの
で、インターネットでご欄下さい。64の項
目がありますので、きっと皆様の興味のある
グループが見つかるはずです。
　日本のロータリアンの皆様にはまだ馴染み
が薄いところがあるかと思いますが、日本で
もクラブをあげてこの活動に加わっていると
ころもあります。また、ガバナーは地区内ク
ラブがこのロータリー親睦活動に加わること
を促さなくてはならないとされています。こ
の月間の意義を認識していただき、各クラブ
におかれまして、積極的に参加をご検討いた
だければ幸いです。

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）

～ロータリー親睦活動月間に寄せて～
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地区大会を終えて

　目に青葉山ホトトギス初鰹。５月に入り、
一番すがすがしい時期になりました。
　過日、４月５日・６日の２日間に行われま
した地区大会におきましては、会員の皆様に
はお忙しいなかご参加いただき、誠にありが
とうございました。
　地区大会の前日４月４日にＲＩ会長代理と
して、第3710地区韓国光州念珠ロータリー
クラブの朴南洙パストガバナー・同令夫人が
来日され、５日より２日間、長時間にわたり
ご一緒させていただきました。ＲＩ会長とし
て、どのようなご指導を頂けるのか心配して
おりましたが、ロンＤ．バートンＲＩ会長の
メッセージをはじめ、朴南洙ＲＩ会長代理ご
自身のロータリーに対する思いと情熱、そし
て、ＲＩの現況等を丁寧にわかりやすくお話

しいただきました。また、講評では、本大会
２日間を通して私たちロータリアンの真摯な
姿勢をお感じいただきましたことに触れら
れ、100点以上という過分な評価をいただき
ましたことは、大変うれしく、改めてお礼申
し上げます。その後には、冲方丁氏の記念講
演が行われ、無事２日間の日程を終えること
ができました。ここに、会員の皆様のご支援
とご協力を心から感謝申し上げます。また、
この地区大会のために日夜ご協力を頂きまし
た水戸南ＲＣ、水戸さくらＲＣ、事務局の皆
様にも心から感謝申し上げます。
　最後に、会員の皆様の今後のロータリー活
動が実り多いものであることを祈念し、お礼
の言葉といたします。ありがとうございまし
た。カムサミニダ。

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）
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地区大会報告

　桜が咲き誇る、春爛漫の４月５日（土）、６
日（日）、国際ロータリー第2820地区2013-
2014年度の地区大会を、ＲＩ会長代理パク・
ナムス様、チョ・ソンニム様ご夫妻のご臨席
を賜り、開催いたしました。
　ご来賓として茨城県知事・橋本昌様、水戸
市長・高橋靖様、水戸商工会議所会頭・和田
祐之介様。国内外のガバナー、パストガバナ
ー、ガバナーエレクトご夫妻。友好地区であ
るタイ、フィリピンの皆様方。韓国の清州西
原ロータリークラブの皆様方。そして、大勢
のロータリアンの方々にご出席を頂きました。
　地区大会のテーマは「温故知新」でしたが、
講演会では、そのテーマに相応しい講演とい
うことで、冲方丁先生にご講演をして頂き、

大変に好評でした。晩餐会も、有意義な時間
が過ごせ、懇親会も、大いに盛り上がりまし
た。エクスカーションも、好評でした。
　ＲＩ会長代理パク・ナムス様からは、「100
点以上の地区大会です。」とのお褒めのお言
葉を頂きました。
　お手伝いを頂いた、水戸さくらロータリー
クラブの皆様、多くのロータリアンの皆様、
そして我がクラブ・水戸南ロータリークラブ
の皆様に対して、深くお礼を申し上げる次第
であります。
　最後に、本大会がロータリー精神の確認、
そして友情の絆を深める場となったことを確
信して、地区大会のご報告とさせて頂きます。
本当に、ありがとうございました。

髙野　　賢地区大会実行委員長 （水戸南）
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地区大会記念ゴルフ大会報告

　地区大会（４月５～６日）も終って10日
後（４月16日）に記念ゴルフ大会がスター
ツ笠間ゴルフ倶楽部に於いて開催された。
申込み時には予想を遥かに超える197名の申
込みがあり、長谷川ガバナーの人気の高さが
伺えた。競技方法もショットガン方式を取り
入れての手法にする事にした。担当者がゴル
フ場と打合せをしている中、ゴルフカートが
44台以上は用意できないという問題が発生
した。若干のキャンセルが出てきたが、せっ
かく申込んでくれた人数の多いクラブに人数
を減らしてもらう以外には調整のしようが無
いとの結論に達し、3クラブに連絡を取り同
意していただいた。本当に申し訳ないと思っ
ています。（ゴメンナサイ）
　当日は快晴となり、受付もスムーズに進

み、チャリティー金ＢＯＸを用意させていた
だき、15～6人の白いブレザー姿で並び「チ
ャリティーをお願いします」とお願いしたと
ころ、全員の方々から頂戴できました。御協
力ありがとうございます。（福沢諭吉を入れ
られた方も数人おりました。さすがロータリ
アン！）表彰式に於いて「茨城新聞文化福祉
事業団希望の翼」に21万2910円を寄贈する
ことができました。
　44組のメンバーが廻りましたので、表彰
式・懇親会の予定時間が遅れました。(お詫
び申し上げます)
　ゴルフの内容は様々でしたでしょうが、パ
ーティーも和やかな雰囲気の中進められて楽
しいゴルフ大会でした。
　コ・ホストの水戸さくらＲＣの皆様、水戸
南ＲＣの一毛副実行委員長、ゴルフ同好会の
各メンバー（谷島、米川、長州）を始めとし
て当日お手伝い頂いたメンバーの方々、本当
にお世話になりました。

市毛　純一地区大会記念ゴルフ大会
実行委員長 （水戸南）
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2014年ー2015年度地区研修・協議会報告

　2014年3月23日、日立シビックセンター
において、国際ロータリー第2820地区内か
ら610名の会員の参加を得て、2014－2015
年度地区研修・協議会を開催いたしました。
藤居彰一ガバナーエレクトが主催する次年度
に向けて準備を行う会合の一つであり、いわ
ゆる三大セミナーとよばれる会合の最後とな
るものであります。
　本年は、地区チーム研修セミナー（DTTS）
を３月１日に、会長エレクト研修セミナー

（PETS）を３月８日、９日に開催したため、
三大セミナーをすべて３月中に開催すること
になり、関係者の皆様には何かとご負担をお
かけしましたことにお詫び申し上げますとと
もに、多大なご協力を賜りましたことに厚く
お礼申し上げます。
　さて、2013年版の手続要覧から、従来の
地区協議会（District Assembly）が地区研
修・協議会 （District Training Assembly）
に名称が変更いたしましたが、内容としては、
各ロータリークラブの次期指導者が任務に備
えるための研修であり、新手続要覧では、そ
の目的として「クラブ会長エレクトがPETS
での研修を土台として、更にリーダーシップ
のスキルを学び、その他の次期クラブリーダ
ーが責務について学ぶ。次年度リーダー全員
で次年度の目標をさらに練り上げる」セミナ
ーと位置づけています。
　今回の地区研修・協議会のプログラムにつ
きましては、藤居彰一ガバナーエレクトよ
り「次年度地区テーマと方針」のご発表、北
村仁ロータリー財団コーディネーター補佐よ
り「ロータリー財団について」のご説明、山
崎清司危機管理委員長より「危機管理の具体
的事例」についてご説明をいただき、昼食後
は各分科会に分かれて会議を開催いたしまし

た。分科会は、会長エレクトグル－プ、次期
幹事グループ、藤居ガバナーエレクトが第
１の重点目標を掲げる会員増強委員会グルー
プ、その他のクラブ奉仕委員会グループ、以
下、職業奉仕、社会奉仕、青少年奉仕、国際
奉仕、ロータリー財団、米山記念奨学会の各
グループの10グループですが、いずれも熱
心かつ活発な内容であったことを報告させて
いただきます。この内容につきましては、後
日別途、地区研修・協議会報告書としてまと
め各ロータリークラブにお送りいたしますの
でご参考にしてください。
　三大セミナーの開催にあたり、野堀研修リ
ーダーを始めとする地区研修委員会の皆様、
担当カウンセラー並びに各総括委員長・小委
員長の皆様のご理解と多大なご指導に厚くお
礼申し上げます。
　藤居年度の地区に対するご支援を改めてお
願い申し上げますとともに、各ロータリーク
ラブが素晴らしい活動を展開されますことよ
うご祈念申し上げ、報告とさせていただきま
す。ありがとうございました。

鈴木　一良（日立）

地区幹事
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第４回日台親善会議帰国報告

　第４回日台親善会議は１月26日、台北随
一の格式を誇る名門ホテル、圓山大飯店にて
開催され、奥沢副会長、神山プログラム委員
長、河添ＲＡ委員長と共に４名で参加しま
した。当初600名予定が日本からの増員で約
800名になったようです。それだけ関心が深
いものだと感じます。開会式を待っている間、
台北市内が一望できる最上階で、竹製ぐい飲
みでの烏龍茶と中国菓子を頂き、親善ムード
に溢れる歓迎のおもてなしを受けました。
　本会議は、旧正月直前ということもあり
歓迎の獅子舞で賑やかに開幕です。板橋敏
雄日台ロータリー親善会議総裁の祝辞を皮
切りに、ＲＩ会長エレクトの黄其光（Gary 
C.K Huang）氏による2014-2015年度テー
マ、中語「光耀扶輪」、英語「LIGHT UP 
ROTARY」日語「ロータリーに輝きを」の
記念講演がありました。『孔子の言葉に「暗
さを呪うより、蝋燭に火を灯した方がいい」
があります。ロータリアンは孔子の考え方を
実践し、ひとつひとつ蝋燭に火を灯します。
120万人のロータリアンが火を灯せば、世

の中は明るくなります。力を合わせ“Light 
Up Rotary”して欲しいのです。私たちロ
ータリアンは世の中を良くしたいと云う気持
ちがあり、能力も有り、実践している人たち
です。暗闇の中に一人で座っているより、私
たち120万人のロータリアンと一緒に、さぁ

“Light Up Rotary”しましょう。』と話され
ました。
　翌日は、台北市内の台北府門ロータリーク
ラブへのメイクで、偶然にも浅川ＰＧ（Ｄ
2750）と渡辺Ｇ（Ｄ2770）にお会いするこ
とが出来き、これも何かのご縁だと思います。
クラブ名を総統府の「府」と「門」で「府門」
と名付けたそうです。バナー交換と「北国の
春」のソングリーダーをさせて頂き、皆さん
で楽しい一時を過ごすことができました。
　日月潭で開催された第２回日台親善会議と
今回で２回目の参加ですが、多くの方と出会
い、故宮博物館の秘宝に触れ、沢山の思い出
が出来ました。二泊三日の訪台は、あっとい
う間に過ぎていきました。

諏訪　哲也下館ロータリークラブ
会長
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訃報　謹んでお悔やみ申し上げます

【入会年月日】
2003年12月11日
【職 業 分 類】
電装サービス
【ロータリー歴】
2005-2006年度　会場監督
2007-2008年度　クラブ幹事
その他　クラブ各委員長歴任
【寄　付　歴】
米山功労者
ポール・ハリス・フェロー

笠間ＲＣ　雨
あま
谷
がい
　隆
たか
清
きよ

　　　　　　（享年　63歳）
1951年（昭和26年）２月21日生
2014年（平成26年）３月３日逝去

水戸南RC　大
おお
澤
さわ
　　勇

いさむ

　　　　　　（享年　満87歳）
1926年（大正15年）６月１日生
2014年（平成26年）４月11日逝去

【入会年月日】
1973年５月４日
【職 業 分 類】
アスレチッククラブ
【ロータリー歴】
チャーターメンバー
1985-1986年度　クラブ会長
2006-2007年度
　地区大会実行委員長（佐藤衛ガバナー年度）
【寄　付　歴】
マルチプル・ポール・ハリス・フェロー（５）
第10回米山功労者メジャードナー

雨谷　隆清 大澤　　勇（笠間ＲＣ） （水戸南ＲＣ）

土浦南

中田　英雄
2014.4.1
私立学校

水戸西

蛭田　浩紀
2014.4.9
商業銀行

日立中央

大石　誠一
2014.4.21
商業銀行

鉾　田

木下　秀樹
2014.4.8
商業銀行

水戸南

小泉　正史
2014.1.17
花卸売業

水　戸

土子　仁志
2014.4.1
道路輸送

下　妻

沖田　康幸
2014.4.1
生命保険

水　戸

成田　誠
2014.4.22
専門工事

日立北

森山　琢哉
2014.4.16
レストラン
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文 庫 通 信　vol.320
　「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

◎「ロータリー活動で感じたこと」
　　田中作次　2014　5p
　　（D.2550月信）
◎「日本ロータリーの精神伝統　その１･２」
　　深川純一　伊丹R.C.　2010　2p
　　（純ちゃんのコーナーPartⅨ）
◎「ロータリーの伝統　その１～３」
　　深川純一　伊丹R.C.　2013　3p
　　（純ちゃんのコーナーPartⅩⅡ）
◎「少会員クラブの運営に思うこと」
　　安孫子貞夫　2014　1p
　　（D.2800月信）
◎「ロータリアンその使命と魅力」
　　大迫三郎　2013　3p
　　（D.2730月信）

◎「ロータリーの原点とは？」
　　本田博己　2013　3p　
　　（D.2840月信）
◎「ロータリー理解推進月間によせて
　　“温故知新”奉仕の理想など」
　　諏訪昭登　2014　1p
　　（D.2710月信）
◎「ロータリー・ファミリーの素晴らしさ」　
　　飯村愼一　2013　1p
　　（D.2550月信）
◎「あの素晴らしいMR.ハリスと世界を
　　変えたそのクラブ」　
　　R.Ｉ.；肥爪彰夫訳　2012　〔15p〕　　
◎「驚くべきポリオの話！（ロータリーの冒険）」
　　R.Ｉ.；肥爪彰夫訳　2013　〔15p〕

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170号　2014年５月12日発行
＊＊今月のトピックス＊＊

１．寄付金速報　　ー…残り2カ月もよろしくお願いします…ー…
２．博士号取得状況　　ー…奨学期間が終わっても申請可…ー…
３．春の叙勲　ー…台湾の学友が旭日中綬章…ー…
４．埼玉・川越駅前に米山学友の彫刻作品が設置されました…
５．中学校で「国際交流」の講演　　ー…エソダ・バスネットさん…ー…
６．今年も大活躍！台湾学友会が美化活動に協力…
▼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/highlight170_pdf.pdf
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出席報告（2013年-2014年度４月分）

月
入
会

月
退
会

月
入
会

月
退
会

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

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

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

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

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

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 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

高萩 真壁

北茨城 下妻

日立港 しもだて紫水

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

4月
出席率

年間
通算
出席率

うち
女性

累
計
純
増

　
分

区

クラブ名
例
会
数

4月
出席率

年間
通算
出席率

年
7月1
日

年
当月
末日

　
分

区

クラブ名
例
会
数

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】



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

６月のロータリーレートは１ドル102円です。
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4月22日（火）茨城新聞 掲載

平成26年4月30日（水）茨城新聞 掲載

平成26年5月8日（木）茨城新聞 掲載

平成26年5月14日（水）茨城新聞 掲載

平成26年5月21日（水）茨城新聞 掲載


