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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

　その源流を栃木県北部那須郡那須町の那須岳山麓とし、栃木県の東辺部を南に流れ、茨城県のほぼ
中央部を東に横断して太平洋に注ぐ、一級水系那珂川。
　その水量だけではなく、東の四万十川と称されるほどの「清流度」も折り紙付きの一級品です。
この宝物ともいうべき自然環境を末永く残していきたいですね。
　城里町の大桂大橋からの眺めです。
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RI第2820地区ガバナーメッセージ

　昨年７月、ロンＤ．バートンＲＩ会長が掲
げた国際ロータリーのテーマ「ロータリーを
実践し　みんなに豊かな人生を」、2820地区
のテーマであります「新しい奉仕活動への挑
戦」でスタートした一年が終わろうとしてい
ます。
　この１年を振り返ってみますとあっという
間に過ぎたように感じられます。地区内の会
長・幹事ならびにロータリアンの皆様、１年
間のご協力ありがとうございました。ロータ
リアンの皆様には多くのご支援とご協力を頂
き、心より厚くお礼申し上げます。
　昨年１月、アメリカサンディエゴでの国際
協議会では、ロンＤ．バートンＲＩ会長の基
調講演を聞いた後、このテーマを自分の地区
でどう理解してもらえるか不安でした。地区
チーム研修セミナー、クラブ会長エレクト研
修セミナー、地区協議会と、諮問委員をはじ
め、大木研修リーダー、地区役員および、五
大奉仕委員会、そして、ロータリー財団委員
会、米山記念奨学会委員会の皆様には、私の
勉強不足を補っていただき、大変心強い１年
でした。皆様の細かいご配慮があったからこ
そ、この１年間何とか無事に活動できたもの
と感謝申し上げます。今後とも、ご指導よろ
しくお願いいたします。
　また、公式訪問につきましては、各分区の
ガバナー補佐の皆様には、公式訪問前の訪問
で私の意図するところを充分に理解していた
だきまして、公式訪問当日には、それぞれの
クラブ準備万端整っており楽しい訪問ができ
ました。公式訪問後の懇親会等では、多くの
会員と親睦を深めることができました。12

月中旬の水戸南ＲＣ訪問を最後に全58クラ
ブの訪問が終了いたしました。この間、ガバ
ナー補佐の皆様には大変お世話になりました。
　本年に入ってのＩＭは、ガバナー補佐の皆
様が自分の分区の持つ特性や地域性を理解し
た個性のあるＩＭであり、懇親会は、各クラ
ブ会員が和気あいあいと話し合い楽しい雰囲
気でした。ガバナー補佐の思いが充分に感じ
られ、成果のあったＩＭだったと実感してお
ります。
　４月の地区大会では、ＲＩ会長代理として
ＲＩ第3710地区韓国光州念珠ＲＣ朴南洙パ
ストガバナーと令夫人のご臨席を賜り、地区
大会のテーマを「温故知新」とし開催しまし
た。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
状を丁寧に分かりやすくご講演いただきまし
た。また、朴南洙ＲＩ会長代理より茨城県と
水戸市に30万円の支援金をいただき感謝申
し上げます。特別講演では、冲方丁先生にご
講演をいただき、大変好評でした。晩餐会、
大懇親会も友情の絆を深める場になったこと
と確信しております。講評では、朴南洙ＲＩ
会長代理から、「100点以上の地区大会です」
とお褒めの言葉をいただきました。
　最後になりましたが、各クラブの益々のご
繁栄を願いますと共に、水口地区幹事、塩沢
地区会計長、後藤会長はじめ全会員でご協力
を頂きました水戸南ＲＣ、また水戸さくらＲ
Ｃの皆さん、ガバナー事務所を支えてくれた
松本様、細谷様、栗原様に心から感謝申し上
げ、月信最終号の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）

〜この1年を顧みて〜
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2013−2014年度を振り返って

水口　二良

国際ロータリー第2820地区
2013−2014年度　地区幹事

（水戸南）

　　

　地区幹事としてはあと１年の任期がありま
すが、2013−2014年・長谷川國雄ガバナー
年度が終わり、正直のところホッとしていま
す。
　地区幹事とは一体どのような仕事をするの
かということについて殆どわからないまま、
クラブ幹事の延長の仕事だろうというような
安易な気持ちで就任をしてしまったのです
が、それがとんでもない間違いであったこと
がすぐにわかりましたし、歴代の先輩地区幹
事の皆様のご苦労と能力の高さに敬服をさせ
られました。
　地区幹事は、「ロータリーに精通しかつ地
区会合の経験も豊富なロータリアンで、地区
会合の準備、適切な書簡処理、諸地区会合の
議事録の編集、諸種記録の保存等の日常の管
理事務の面でガバナーを補佐できる者でなけ
ればならない」とされているのですが、到底
そのような者ではなかったと自他ともに認め
ているところです（笑）。実際に、事前に周
到な準備をして会合の準備・実施をするとい
うより、なぜそのようにするのかという理由
や根拠もわからないままにひたすら「前例踏
襲」をし、実施の最中や終了後に間違いに気
がつくということの連続でした。本当に冷や
汗をかきながら2013−2014年度を含む就任
以来の２年間を過ごしました。ただ、「道に
迷うと、よく道を覚える」ということもあり、
失敗と反省を重ねましたが、その分本当に沢
山のこと学ばせていただきました。
　そのように失敗に学ぶことに加え、ガバナ
ーの随行で県内全分区での公式訪問を体験さ

せていただいたことは、ガバナー補佐の皆様
を中心としての第2820地区の各分区の活動
を知る上で大変にすばらしい経験となりまし
た。また諮問委員会での司会などをつとめさ
せていただくことでパストガバナーの皆様と
親しくお話をさせていただいたり、お考えを
伺うことができたことも得がたい経験となり
ました。
　あと１年間地区幹事の任期があるのに何を
すでに終わりのような話をしているのだと笑
われてしまうかもしれませんが、クラブ会長・
幹事・役員の皆様がガバナー公式訪問が終わ
ると大任を果たされ、年度の責任の殆どが終
わったと感じるのと同じような気持でしょう
か（すみません）。
　そして、ガバナー事務所もあと少しの期間
を残して事務を終了いたします。身内への感
謝となり恐縮ですが、この２年間、非力な地
区幹事であった私を叱咤激励しながら支えて
くれた事務局の３人（松本さん、細谷さん、
栗原さん）と、副地区幹事・月信委員をはじ
めとする水戸南ロータリークラブの会員の皆
様には感謝の気持ちを表し尽くすことのでき
る言葉が見つかりません。このような地区幹
事で、一体どうなることかと、心配の連続だ
ったと思います。お詫びしますとともに、心
から感謝とお礼を申し上げます。
　タイトルに反して、思い切り２年分を振
り返ってしまいましたが、以上にて2013−
2014年度の地区幹事を終えてのご挨拶とさ
せていただきます。
　ありがとうございました。
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2013−2014年度を振り返って

塩沢　富夫

国際ロータリー第2820地区
2013−2014年度　地区会計長

（水戸南）

　　

　2012年４月、水戸南ＲＣのパスト会長会
が行われました。そこで長谷川ガバナーがガ
バナーノミニー就任を承諾いたしました。そ
して水口地区幹事、塩沢地区資金委員が指名
されました。
　私の場合職業柄指名されたのでしょうが、
地区委員の経験もなく、また、ロータリーの
会計は日ごろ行っている税理士業務と異なっ
ていますので少し不安はありましたが、断る
ことは許されないので承諾をいたしました。
　そのようななか私が会計長としてその役割
を務めてまいりましたのも、長谷川ガバナー、
水口地区幹事のご指導また、パストガバナー
の皆様をはじめとした地区役員の方々のご支
援、そしてガバナー事務局の皆様方のご協力
のたまものと深く感謝申し上げます。
　さて、会計長として最初に取り組んだのは
2013−2014年度の予算書の作成でした。前
年度の予算書を参考に地区全体の収入予算の
把握、また前年度と内容が変更になる科目等
について前年度鯨井会計長や佐藤パストガバ
ナーのご指導を仰ぎ作成することができまし
た。
　日々の会計処理の中では、各委員会の皆様
方のロータリー活動に支障をきたすことな

く、効果的に行えるよう事務局員とともに、
迅速にまた柔軟に対応してまいりました。地
区の収入の大部分は第2820地区の会員の皆
様方よりお預かりしました大切な会費で賄わ
れています。そのように大切な資金ですので、
会員の皆様の期待に応えられるようまた、地
区の運営が効果的に行われるよう適正に処理
を行ってまいりました。
　地区会計長として、たくさんの方々とお会
いする機会をいただきました。貴重な体験を
することができました。そして皆様方のご協
力により会計長としての職務を全うすること
ができますことを感謝申し上げ、ご挨拶とい
たします。ありがとうございました。
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2013−2014年度を振り返って

井澤　卓司
ロータリーの友地区代表委員

（水戸南）

〜一年を顧みて〜

　ロータリーの友地区代表委員の仕事が、こ
れほど激務だと当初は思いませんでした。
　主要な任務はガバナーの代理として、当地
区の片岡信彦パストガバナーが委員長を務め
る東京での会議に出席して意見を述べること
です。本年度は５月のオリエンテーションを
皮切りに、７月に合同会議、９月と２月のゾ
ーン別会議、３月に合同会議が開催されまし
た。皆勤して会議の議題に沿い、自分の意見
を積極的に述べたつもりです。
　また毎月「ロータリーの友」の感想や提言
をリポートに纏め報告する義務があります
が、これが最も苦痛でした。なぜなら自分の
リポートが編集部を経て担当理事や代表委員
全員に送付されますので、手抜きが全く出来
ません。就任初７月号の各代表委員のリポー
トを拝読して、そのレベルの高さに驚かされ
ました。さすが各地区選りすぐりのロータリ
アン、知性に加え人格識見を兼ね備えた方々
ばかりです。こうしたハイレベルのライバル
相手に、自分の感想や主張を毎月リポートす
るプレッシャーは想像以上でした。
　当地区での新しい試みとして、８月のクラ
ブ奉仕研究会に片岡委員長と松宮剛ＲＩ理事
に出席いただき広報・雑誌分科会を開催し、
購読と投稿の推進を呼びかけました。地区内
クラブの情報や地域の奉仕活動の様子を発信
し、誌面に反映させることも重要な任務です。

　雑誌の購読は、会費の納入、出席義務と並
び、ロータリアンの３大責務です。購入に関
しては年会費に毎月200円（税別）が計上さ
れていますが、よく読まれているかについて
は甚だ疑問です。オールド・ロータリアンか
ら最近の若い会員はロータリーの理解や勉強
が足りないとの指摘がありますが、ロータリ
ーを学ぶには「ロータリーの友」を精読する
のが最も近道です。ゾーン別会議の質疑応答
で、「友」の位置づけについて「ロータリー
の教科書」という問に対して、二神典子編集
長は「教科書ではなく参考書」と答弁しまし
た。なるほど「友愛の広場」には日本のロー
タリアンの、ロータリーに対する思いや奉仕
活動の在り方、国際ロータリーの方向性に対
する疑問や批判が数多く寄せられています。
こうした様々な問題提起は「教科書」では難
しく、投稿の取捨選択に「友」編集委員会の
現状認識と力量が試されます。
　一年間の貴重な経験を生かし「ロータリー
の友」が愛読され、より一層活用されるよう
微力を尽くす所存です。そのためには地区内
での「ロータリーの友」委員会の組織強化が
急務です。第2770地区（埼玉南東）をお手
本に、片岡パストガバナーを中心に歴代の代
表委員に呼びかけ「ロータリーの友」委員会
の結成を提案したいと思います。
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2013−2014年度を振り返って

田所　光政
第１分区ガバナー補佐

（日立北）

〜１年を顧みて〜

　年度当初、第１分区ガバナー補佐拝命に当
り長谷川ガバナーの地区テーマは、｢新しい
奉仕活動への挑戦｣ でありました。私は何か
分区としてできないかと模索し、視覚障がい
者に対する盲導犬をターゲットにしてみまし
た。そこで横浜にある日本盲導犬協会神奈川
訓練センターに出向き、施設を見学、盲導犬
の実情を聞き、どのようにすれば普及に協力
できるか相談し、持ち帰って会長、幹事会に
諮った所、ＩＭには是非盲導犬をテーマにし
ようと全員が賛成してくれました。そこで準
備に約３ヶ月を要したのですが、皆さんの協
力により無事ＩＭで成功させることができ安
心致しました。今後、日本盲導犬協会の協力
により、全国盲導犬キャラバン隊を利用して
第１分区内の小、中学校を対象に体験学習を
実施する用意をしています。実際に６月中に
日立市内の小学校が２校、７月に中学校１校
が決まっています。明日を担う子供達が盲導
犬を通して思いやりを持ってくれれば、これ
こそ我々ロータリアンの社会奉仕ではないか
と思います。
　第１分区は、昨年の７月１日246名でスタ
ートし、今年の４月末日で250名の純増４名
であります。10名近く増えた時期もありま
したが、どうしても退会者があり思う様に増
強ができていないのが現状です。ロータリー
クラブの永遠のテーマになるのでしょうが、
入会者がいるのですが退会者を留めることが

できない、残念だと思っております。
　ガバナー公式訪問に於いては８月に日立
南、高萩の２クラブがあり、日立市で最初の
訪問とのことで日立南ロータリークラブの時
に日立市長である吉成明様を表敬訪問し記念
写真を撮り、ロータリーの現状のお話を長谷
川ガバナーがされましたが、吉成市長は３０
年前に日立南ロータリークラブがスポンサー
になりオーストラリアに短期交換留学をされ
た経験があり、大いに話しが盛り上がりまし
た。その後、茨城新聞日立支社にも立ち寄
り、その後公式訪問となりました。９月に入
り10日に日立・日立中央が合同であり、11
日に日立北、19日に日立港、24日に北茨城
と９月までに第１分区のガバナー公式訪問が
全部終わり、半分以上肩の荷が下りた思いで
した。何といっても、我々にとってはガバナ
ー公式訪問が最大のイベントの１つであり、
各クラブの会長、幹事さんも同じ思いではな
かったのではと思っております。毎年恒例と
なっているチャリティーゴルフ大会は大雨の
為に中止となりました。
　次年度は第１分区の日立ロータリークラブ
より藤居ガバナーが誕生します。大いに盛り
上げたいと思っています。
　あっという間の１年でありました。皆様の
協力によりなんとか終われそうです。
　本当にありがとうございました。
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2013−2014年度を振り返って

鶴田　　敦
第２分区ガバナー補佐

（勝田）

　　

　ガバナー補佐を拝命し、ガバナーの最重点
事項である増強と退会防止を主眼として、平
成25年６月20日、分区の新会長・幹事さん
にお集まりを願い、１名でも多くの新会員を
入会させ１名の退会者も出さないことを誓い
あいました。
　第２分区はかつて９つのクラブから構成さ
れておりましたが、７クラブに減少、会員数
も昨年度末の227名が期首には216名までに
落ち込みました。最低でも先年度末の数への
回復を目指しました。残念ながら１名の退
会が出たものの本年３月末日現在219まで回
復、６月末日には確実に220名になる見込み
です。
　本年度は「未来の夢計画」を具現化する年
でもあります。分区内７クラブの内１クラブ
が事務上の手違いで欠けましたが、６クラブ
が地区補助金を獲得し事業を達成することが
出来ました。
　ＩＭのテーマは「ロータリーを全うし最良
の人生を送ろう」といたしました。会員の「ロ
ータリー活動寿命」を少しでも延長しその間
に増強と後輩の育成に役立てようとの思いで
決めた次第です。その予告編として「男性更
年期」というお話を各クラブ訪問の折にさせ
て頂きました。本番は本年２月９日でした。
この日は40年来の暴風雪により交通手段が

壊滅状態になりました。この困難をものとも
せず130余名の会員が参加、長谷川ガバナー
をお迎えして、ひたちなか総合病院吉井慎一
副院長による西暦2020年にはその患者数は
胃、肺、大腸がんを抜いて第１位になろうと
する「前立腺がん」について、その実態、検
診の意義、治療法についての講演をして頂き
ました。次に医療法人薫光会小松整形外科医
院井坂美穂理学療法士のご指導下に「ロコモ
ティブシンドローム予防体操」を参加者全員
で実習しました。長谷川ガバナーには雪害で
ご出席できなくなったＩＭリーダーに代わっ
て急遽講評をお願いして、無事本会議を終了
することが出来ました。
　懇親会では次年度のガバナー補佐および各
クラブの会長・幹事さんを紹介した後、宴会
に移り更なる親睦の輪を広げました。
　ガバナー補佐としてガバナー公式訪問を含
めて年間に都合４回各クラブの例会に参加さ
せて頂き友人知己とは更なる親交を深め、ま
た新たな知人を得ることが出来ました。他の
クラブの例会に参加することで新会員の増強
やクラブの活性化のヒントを掴むことも出来
ました。これはガバナー補佐の役得です。会
員の皆様、ガバナーは難しいでしょうが、一
人一人がせめてガバナー補佐になったつもり
でことに当たられることをお勧めします。
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池田　勇夫
第３分区ガバナー補佐

（水戸さくら）

〜一年を振り返って〜

　「楽しくなければロータリーじゃあ無い」
長谷川ガバナーの熱い思いを胸に刻み、ガバ
ナー補佐に就任したのが一年前のことである。
　前年度の松崎ガバナー補佐と、引き継ぎの
挨拶で、各クラブを訪問させて頂き、雰囲気
を味わったことが、不安の私に勇気を与えて
くれた。各クラブを５回ゲストとして訪問さ
せていただき、会長幹事をはじめ、全会員
406名の皆様に温かく迎えられ、活動に対し
て、ご理解と、ご支援をいただきながら任務
を、無事果たすことが出来ましたことを、深
く感謝申し上げます。
　ロータリーも変革の時代に入り、地区テー
マを「新しい奉仕活動の挑戦」と掲げ特に次
の２点を強調してまいりました。
①ロータリー財団の幕開け、未来の夢計画実

施
②会員増強と退会防止
　各クラブ熱心に取り組んでおり、素晴らし
い実践と成果が出ております。奉仕活動も、
クラブの特性を活かし、活発で、私自身学ぶ
ことが、沢山ありました。
　ＩＭでは「気付き・発見・誇り」をテーマ
に、海外からの留学生（ロシア・西アフリカ・
ミャンマー）３名と、交換派遣ロータリー親
善大使２名の体験講演を、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、ユーモアあふれるス
ピーチで、会場を和ませてくれました。
　又このテーマには、もう一つの思いが、込
められており、茨城県の「魅力度」を高める
きっかけ探しです。つい私たちは鈍感になり
がちなので、常に「新鮮さと感性」の必要性
を思うからです。私が各クラブを訪問して、
感じた事は、第３分区の現状として、大きい
クラブと、小さなクラブが、二極化している
ことです。大きいクラブが４クラブ、小さい
クラブが４クラブです。これからの課題とし
て、小さい４クラブが35名位のクラブに成
長されたら、クラブに弾みがつき、活性化さ
れ、無理をしないでロータリー活動ができ、
生き生きとしたクラブ運営ができると、感じ
た事です。たやすいことではないですが根気
強く、チームワークで頑張って欲しいですね。
第３分区の未来のためにも。
　最後に、長谷川ガバナーをはじめ水口地区
幹事、８クラブの会長、幹事、ガバナー事務
所、水戸ロータリー事務局、関係各位の皆様
に大変お世話になりました。ロータリーを通
じて学ぶことの楽しさを心から味わうことが
でき、私の人生の１ページになりました。心
から厚く御礼を申し上げます。
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関口　哲勇
第４分区ガバナー補佐

（古河）

　　

　今年度、長谷川ガバナーは地区テーマを「新
しい奉仕活動への挑戦」とされ、６項目に亘
る目標を掲げられました。その中でも、会員
増強については公式訪問の折、各クラブに強
く要望されておられました。
　今年度の第４分区で特筆すべきは、会員増
強であります。期首の会員数175名に対して、
年度末の会員数見通しは187名で、純増12
名です。地区内でもトップクラスに入り、地
区大会では純増優秀クラブ第１位古河ＲＣ、
第２位古河東ＲＣとトップを第４分区で独占
することが出来ました。
　公式訪問については、８月20日の古河東
ＲＣを皮切りに、12月９日の岩井ＲＣ迄５
クラブを長谷川ガバナーの御指導と、各クラ
ブの会長、幹事、会員の皆様のご協力を頂き
無事に終了することが出来ました。普段は自
分のクラブだけしか見ておりませんが、公式
訪問で５クラブを訪問し、各クラブの実情に
ついてご説明を頂き、各クラブがそれぞれの
方法で奉仕活動に取り組んでいる様子を拝見
し大変参考になると同時に勉強させていただ
きました。
　分区の行事については、ＩＭをテーマ「未
来の夢計画実施に挑戦しよう」のもと、２月
１日に分区内の大勢の会員のご参加を頂き、
古河スペースＵにて開催致しました。基調講
演の講師に第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「会員増強や元気なクラブ」の

演題のもと大変有意義な講話を拝聴させて頂
きました。
　３月27日にはＩＭ記念ゴルフ大会を46名
の参加者のもと開催し、分区内会員の親睦を
深めることが出来ました。
　各クラブの奉仕活動については、今年度が

「未来の夢計画」の実施年度のスタートであ
り、各クラブとも、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
な社会奉仕活動を行いました。その中で特筆
すべきは、岩井ＲＣの将門ハーフマラソンの

「とん汁サービス」であります。岩井ＲＣは
会員10名の少数クラブで「とん汁サービス」
にも手が足りず、分区内各クラブから３名以
上の応援とローターアクトの応援を頂き見事
に成功させることが出来ました。少数クラブ
の奉仕活動に分区をあげて応援するというの
も今後の奉仕活動の在り方かと思います。
　年度内に５回の会長・幹事会を開催し各ク
ラブの会長さんにクラブの現況を発表して頂
き、その都度各行事のご相談を申し上げ積極
的にご協力を頂いたことにロータリーの友情
の素晴らしさを改めて感じ入りました。
　１年間４名のセクレタリーの皆様を初め、
各クラブの会長・幹事さん、そしてホストク
ラブ古河ＲＣの会員の皆様に、ご指導ご協力
を頂き無事にガバナー補佐の任務を終えるこ
とが出来ます事に感謝申し上げ、報告とさせ
ていただきます。
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日向野　陽
第5分区ガバナー補佐

（下館）

〜一年間を振り返って〜

　先日、水戸にて新旧ガバナー補佐引継会議
が行われました。
　あとひと月少々で任期満了を迎える私達
と、やや緊張気味の新ガバナー補佐の皆さん
が並び、新ガバナー補佐の抱負と旧ガバナー
補佐による反省と報告が始まりました。
　思い起せば一年前の私達の姿がそうであっ
たかと思い出しました。
　地区研修・協議会で次年度ガバナーよりＲ
Ｉ会長方針と地区目標を聞きますと、自然と
肩や腕に力が入ります。
　目標に向かってガバナー補佐としての役目
を全うし、結果を恐れず大役を果たし、満足
と納得の入り混じった先輩のお顔を拝しなが
ら、これから始まるガバナー補佐の任務と未
知の世界への不安と緊張の自分がいたことを
…。
　おそらくこの時期が、間もなく迎えるガバ
ナー補佐として一番身も心も高揚し、テンシ
ョンが高まっている時期だったのでしょう。
　昨年の７月９日から分区内各クラブを訪問
しました。事前に会長・幹事会にて訪問時の
卓話時間を説明しセクレタリーから確認のメ
ールを送らしてもらっているにも関わらず、
当日は別のプログラムが入っていたり、予定
時間が大幅に増えたり、反対に短過ぎたりし
て戸惑いを感じましたが、各クラブ会員皆様
のご協力によりすべて楽しい体験になりまし
た。有難うございます。
　長谷川國雄ガバナーの温厚な人柄に支えら
れ、全てのクラブ公式訪問を終了いたしまし
たが、私自身の補佐役の任務は如何なものか
と自己反省をしています。

　先輩の皆さんに教えられた事が、今回程身
に染みて感じた事はありませんでした。
◦ロータリーはお願いされたら断らない…。
◦…はこの様にしたほうが望ましい…。
◦本音で語ろうロータリー…。
◦仲間をつくり親睦の輪を広げよう…。
◦入りて学び出でて奉仕せよ…。
　上記の言葉はどのクラブへ訪問しても、ご
理解頂き楽しい訪問でした。
　第５分区は全クラブが地区補助金を申請し
承認を頂き、ＩＭは「地区補助金を使用した
奉仕活動」発表にしました。分区内７クラブ
の素晴らしい奉仕活動が報告された事は月信
４月号に掲載されています。
　尚、当分区は下館ＲＡＣと真壁ＲＡＣがあ
り、両ＲＡＣとも会員減少により奉仕活動は
下より、クラブ運営にまで支障をきたしてい
ます、ＩＭの機会を借りて分区の皆さんに協
力のお願いをさせて頂きました。
　第５分区の親善ゴルフ大会は年２回開催さ
れています。毎年11月と５月に開催、今回
は第92回目のゴルフ大会が開催されました。
参加者は40数名で分区行事としましては、
分区内の「親睦の輪を広げ」「会員同士の交
流をより一層活発にする」集まりであると思
います。
　結びに当たり当分区の次年度ガバナー補
佐、宮田宏様（結城ＲＣ）のご活躍を期待し
ますと共に、一年間ご支援ご協力を頂きまし
た分区内会員の皆様、セクレタリーとして支
えて下さいました皆様に心より御礼申し上げ
ます。ありがとうございました。
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青柳　廣則
第６分区ガバナー補佐

（石岡87）

〜ガバナー補佐の大役を終えて〜

　正直私がガバナー補佐をお受けした時は、「火中
の栗を拾う」気持ちでした。＜その時＞までは全く
その気持ちは無く、むしろ選定する立場に居りまし
た。その選定が難航する中、突然私に「引き受けて
くれませんか？」という声が掛かりました。想定外
の事でしたので無論当初はお断り致しました。しか
し＜その時＞は突然訪れました。それは野堀パスト
ガバナーからの電話でした。「青柳さん、みんな困
っているのだから引き受けてよ！」。敬愛する野堀
さんからの電話とあっては、むげにお断りする訳に
もいきませんし、此処でお断りするのは男が廃る！
という事で、腹を決めてお引き受け致しました。そ
の様な事態でしたから、ガバナー補佐についての知
識は、全く何も有りませんでした。
　ガバナー補佐についての知識が無いことの不安に
加え、もうひとつの不安が有りました。それは、長
谷川ガバナーについての情報が全く無かった事で
す。どんなお人柄なのか？　どのようなお考えなの
か？　私で補佐できるのか？etc.。この様な正に五
里霧中でのスタートでした。
　ガバナー補佐の仕事については、多くの諸先輩か
らのご指導・情報を頂き、徐々にではありますが、
イメージが固まって参りました。特に前任の稲本さ
んには、大変お世話になりました。肝心の長谷川ガ
バナーのお人柄については、最初お会いした瞬間か
ら不安は一瞬にして霧散致しました！　暖かく人を
包み込むような包容力を感じ取ったからです。この
方とならご一緒できる。補佐として少しでもお役に
立ちたいと思いました。事実長谷川ガバナーはどの
クラブを訪問されても、その温かなお人柄は変わら
ずに、細部にこだわるよりはもっと大きな観点から
各クラブへの的確なアドバイスをされました。クラ
ブの皆さんから大歓迎を受けたことは、申すまでも
ありません。また大好きな日本酒を断たれるという
徹底した健康管理や、それを貫徹する意志の強さや
責任感にも、感銘を受けました。
　私はガバナー補佐としての仕事を３期に分けて考
えました。まず第一期は、ガバナーと各クラブとの
連携を密にして、公式訪問を成功させる事。第二期
は各クラブとのコミュニケーションをとり、IMを

成功させる事。第三期は、各クラブの御役に立つ情
報を提供する事です。
　新年度早々の７月４日つくば学園ロータリークラ
ブへの事前訪問が、私の公式デビューとなりました。
大変緊張した中でのスタートでしたが、学園クラブ
の皆さんが新米の私を温かく迎えて下さり、何とか
無事に終えることが出来ました。第６分区はご承知
の様に地区最大の10クラブありますが、11月21日
の阿見ロータリークラブをもって、総ての公式訪問
を無事終えることが出来ました。これでガバナー補
佐としての仕事の50％は終わったいう心境でした。
　第二期のメインは１月18日のIMです。IMといえ
ば、ガバナー補佐就任前の研修で「何故手続要覧や
ガバナー補佐必携に書かれてないIMをやるのです
か」という突拍子もない（！）質問をしたことを覚
えています。それは兎も角、第６分区IMは地元百
里基地指令の大浦様をお迎えし、我が国の安全と防
衛問題について講演して頂きました。終了後の懇親
会では、石岡といえばお祭りという事で石岡囃子を
ご披露し、大いに盛り上がりました。
　第三期は先日５月22日に行われた第４回分区協
議会で、定款・細則の見直しに関する情報と現況報
告書作成に関する留意事項をレジュメに纏め、皆さ
んにお伝えしました。各クラブの今後の運営の御役
に立てば幸いと思っております。最後の仕事は６月
19日に予定しております、歴代分区代理・ガバナ
−補佐会議です。ここで次期中泉ガバナー補佐を皆
さんに紹介する事で、私のガバナー補佐としての役
目は終了予定です。中泉さんは第６分区最初の女性
ガバナー補佐ですので、今までとは一味違った活躍
して頂けると思います。
　この様にエンディングを目前に控えております
が、この一年を通して思うことは「長谷川ガバナー
の補佐をさせて頂いて良かった！」という事です。
その包容力あるお人柄の下で活動できた事は、本当
に幸いでした。またロータリー改革に対する強い信
念にも感銘を受けました。長谷川ガバナーにおかれ
ましては、今後も健康に留意され（日本酒を飲みす
ぎる事無く！！！）ますます御活躍されますことを
祈念し、報告と致します。
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大塚　令昌
第７分区ガバナー補佐

（水海道）

〜補佐一年間を振り返って〜

　此の一年間振り返りますと、第７分区補佐
という役職を引き継ぎ、手さぐり状態で始め
ましたが、2013−2014年度も終わりに近づ
いてまいりました。
　2013年６月８日の会長・幹事会を皮切り
に、第７分区198名８クラブの例会訪問が、
当クラブ５名のセクレタリーのご協力とご出
席を戴き始まりました。
　早速６月17日には、最初の藤代ロータリ
ークラブの例会訪問となり、続いて、６月
21日には守谷ロータリークラブ、６月24日
には牛久ロータリークラブ、６月27日には
取手ロータリークラブと続きました。こうし
て７月に入り、５日・11日・16日と例会訪
問が続き、ガバナー公式訪問が間近となりま
した。
　扨、公式訪問の準備には各クラブから現況
報告書を提出していただき、それを基に、ク
ラブ協議会を開催し資料を整えました。そし
て、８月に入りいよいよ公式訪問が始まりま
した。８月７日は会員数の少ないクラブのた
め、各委員会報告は１人３委員会の報告とな
り８月は１クラブのみの訪問となりました。
９月に入り取手ロータリークラブと稲敷ロー
タリークラブの合同公式訪問ということで、
26日に取手ロータリークラブ内で行われま
した。委員会では社会奉仕活動の報告が行わ
れ、その後懇親会となりました。10月に入り、
第１回目は10月７日の牛久ロータリークラ
ブです。当クラブ32名の委員会報告では積
極的な奉仕活動と委員会報告があり有意義な
公式訪問となりました。そして、10月23日

は私の所属する水海道ロータリークラブで
す。我がクラブは会員数55名と人数の多い
クラブなので、１人１委員会の報告となりま
す。長谷川國雄ガバナーも会員数の多いこと
に安心されたことでしょう。10月29日は会
員数36名のクラブで各委員会もスムーズな
報告となりました。11月に入り、15日そし
て22日と年末間近となり、恙なく８クラブ
の公式訪問が無事に終了致しました。
　そして新年度2014年に入りました。２月
16日には当神社の参集殿において、長谷川
國雄ガバナーと佐藤衛ＩＭリーダーのご出席
のもと、100名からの会員にてインターシテ
ィーミーティングが開催されました。午前中
は当水海道ロータリークラブの松坂会員の講
演で始まり、午後はアンコウの吊るし切りを
初め、ヴァイオリン四重奏、抽選会と懇親会
が盛大におこなわれ、ＩＭも滞りなく終了と
なりました。こうして残るのはゴルフ懇親会
となりました。会場は水海道ゴルフクラブに
於いて６月５日、44名のご出席のもと、曇
り空の涼しさのなか行われました。そして、
実行委員会を設立して協力をいただき、出席
者全員にお土産をお渡しすることができ滞り
なく終了致しました。
　余すところ、６月21日の最終会長・幹事
会にて私の責務が終了となります。第７分区
会長・幹事様始め会員の皆様のご協力を心か
ら感謝致し御礼申し上げます。この勉強をこ
れからのロータリークラブの活動に生かして
まいる所存です。
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2013−2014年度を振り返って

塚越　松江
第８分区ガバナー補佐

（玉造）

〜2013-2014年度をガバナー補佐として振り返って〜

　過ぎ行く時の早いこと。
　つい最近「光栄なるガバナー補佐という大役を拝
命しました。」と抱負を述べた感じです。また、「女
性の補佐という重責に押しつぶされそう、内心不安
でいっぱいです。」と。
　でも、長谷川ガバナーの心優しいお人柄に触れ、
安堵いたしました。パストガバナーの皆様や、池田
前ガバナー補佐はじめ諸先輩のロータリアンのご指
導とご協力により、無事任期を終えることが出来そ
うです。
　ここで心に残るガバナー補佐記の一部をご紹介い
たします。

公式訪問
※鉾田ＲＣのガバナー公式訪問の時に突然「右変形

性膝関節症」と診断され、即入院となり、やむな
く欠席してしまいました。重藤会長はじめ会員の
皆様にご迷惑をおかけ致しました事。

※鹿島中央ＲＣのガバナー公式訪問が私の第一回
目。暑く長い日。長谷川ガバナーの汗だくの一日。
協議会は四大奉仕だけの発表。

※鹿島臨海ＲＣ、波崎ＲＣの合同公式訪問。少し大
変な感じを受けました。

※潮来ＲＣ、玉造ＲＣとも和やかに終る。

ＩＭ
※当クラブがホストでのＩＭ準備のため、宮本実行

委員長と下館の萩原ＩＭリーダーを訪問し、テー
マの相談にお伺いしました。

※テーマは「新しい奉仕活動の挑戦　未来の夢計画」
と決まる。

※パストガバナーである山崎ロータリー財団総括委
員長の特別講和のご配慮を萩原ＩＭリーダーから
お願いをして戴きました。

※萩原ＩＭリーダーと山崎総括委員長と打ち合わせ
のため、宮本実行委員長と下館訪問。

※国際ロータリー第2820地区第４分区のＩＭに、
またも萩原ＩＭリーダー様のご配慮により、参考
のため勉強させて戴きなさいと云う事で、参加致
しました。

　関口哲勇第４分区ガバナー補佐の細やかな気遣
い、おもてなし、感謝申し上げます。
　発表「未来の夢計画実施に挑戦しょう」で５クラ
ブ発表、笑いを誘い楽しいと思いました。第１ゾー
ンロータリーコーディネーター・塩釜ＲＣの栗原茂
様による演題「会員増強で元気なクラブ」内容は、

「誘う誘う誘いまくる。退会者をなくす。」これが会
員増強の秘訣だそうです。午後からのＩＭ、初めて
の経験でした。
※アトラクションとして、各クラブの特徴や各地域

の文化、生産物、クラブ活動等をお願い致し、直
ちにＩＭの発表の原稿を依頼する。時間が迫るな
か大変恐縮でした。

※各クラブの特徴を「相撲甚句」に詠い、とても完
成度が高く、盛り上がりました。

※「未来の夢計画」の発表は、各クラブとも立派に
出来、うれしい私です。

※無事に終了したとき、補佐の仕事もほぼ終わった
のでは。と満足と安心した思いでした。

　鹿島中央ＲＣのサッカーのお誘い、チャリティコ
ンサート「ナハト・ムジーク」の招待、４人でお邪
魔いたし、心豊かな一時を過ごしました。
　波崎ＲＣで支援しているカンボジアに送付予定の
荷物を準備中に、フィリピンの台風被害を聞き、急
遽送り先を変更し実行しました。この為カンボジア
送付の運賃が不足したため、長谷川ガバナーはじめ
山崎財団総括委員長、関係者の皆様のご配慮により
無事送付出来ましたと云う事で、篠塚幹事は感謝で
す。関係者の皆様に宜しくお伝え下さいと。私は補
佐としてささやかなお手伝いが出来たこと嬉しく感
じました。
　いろいろ有りましたが、各クラブへの訪問又お願
いでしたが、クラブの顔、特徴ありで、一年間とて
も充実した経験をさせていただきました。
　６クラブの会員の皆様が応援して下さいましたこ
と、人生でとても良い一年間を過ごすことが出来ま
した。心から感謝いたします。
　次年度の第８分区ガバナー補佐波崎ＲＣの泉純一
郎様、宜しくお願いいたします。
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2013−2014年度を振り返って

八文字典昭
クラブ奉仕総括委員長

（水戸）

　　

　クラブ奉仕委員会活動について振り返って
見ますと、基本的には例年の内容を踏襲致し
ましたが、今年度の地区テーマである「新し
い奉仕活動への挑戦」に沿って、地区目標の

「会員増強と退会防止」と「公共イメージと
認知度の向上」を意識して活動致しました。
基本的に各クラブで独自の実践的な活動がス
ムーズに行なえる様、各クラブ委員長に対し、
地区協議会や研究会等で、出来るだけサポー
トを致しましたが、日頃の制約あるロータリ
ー活動の中では、なかなか全てパーフェクト
にサポートするには、難しい面も多々ありま
した。特に、会員増強と退会防止はロータリ
ーにとって永遠のテーマであり、当委員会で
も活動の重点課題の一つとして取り組みまし
たが、各クラブの歴史や地域性等により、全
て同じとはいかず、個別に色々な要因につい
て客観的に分析をし、基本的に変えなくては
ならない所を見極め、変えるべき所は変える
事で、一つでも多くのクラブが、増強につな
がればと思い活動致しました。一般的に魅力
があり、活力あるクラブには、人材も豊富で
活動も活発なクラブが多く見受けられる現状
がありますので、これからも、皆様に増強及
び退会防止に力を入れてもらえればと願って
います。
　次に、主な具体的活動ですが、５月の地区
協議会では、クラブ奉仕の共通理解推進を目
的として、前半には、クラブ奉仕全般につい
て、後半には、４つの小委員会から活動の具

体的な内容の発表を行ない、活動の共通理解
や意識の向上を図りました。８月の研究会で
は、クラブ奉仕について、より深く、幅広い
見方や考え方の修得を目的とし、又、参加者
を多くしようとの委員会の願いもあり、「会
長エレクト」「増強委員長」「広報又は雑誌委
員長」にお集まりいただき、全体で200名規
模の研究会を開催致しました。前半に、講演
会を開催し、なかなか日頃はお話を聞く機会
の少ない地区外の、現役として世界を股にか
けご活躍されています、現役のＲＩ理事の茅
ヶ崎湘南ＲＣ松宮剛様と、日本のロータリー
の友の元締め的立場の土浦南ＲＣの片岡信彦
様をお迎えし、世界的視野に立った幅広いご
講演をいただきました。分かりやすいお話に
より、参加者全員が改めてロータリーやロー
タリーの友について、より身近な問題として
考える事が出来ました。後半には、委員会別
の分科会を開催し、グループディスカッショ
ン等により、ロータリー活動の向上について
議論致しました。この研究会で得た内容を参
加者全員が、それぞれ自分の尺度に合わせ、
これからのロータリー活動に活かしてもらえ
ればと思います。又、クラブの要請により卓
話等を行ないました。
　最後になりますが、地区クラブ奉仕活動に
対し、会員の皆様に１年間ご支援、ご協力を
賜りました事に感謝申し上げ、ご報告と致し
ます。ありがとうございました。
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藤木　章吉
職業奉仕総括委員長

（しもだて紫水）

　　

　ＲＩ会長テーマ「ロータリーを実践し、み
んなに豊かな人生を」と発表され、ロンＤ．
バードン氏はスピーチの最後に「１つだけ皆
さんにお約束できることがあります。それは
皆さんがどれほどの達成を遂げようと、次年
度にどのような奉仕を行おうと、一番豊かに
なるのは皆さん自身の人生だということで
す。」これは正しく奉仕の心を言っておられ
ます。職業奉仕とは、個人個人が目標達成に
向かって努力する事も大切でありクラブにと
っては最も必要な事であるが、「形にあらわ
れない満足感が得られると言う事に喜びを感
じること。」これが今年一年を振り返って一
番印象に残った言葉です。

　主な具体的な活動ですが、５月の地区協議
会においての主旨としまして、クラブの委員
長に職業奉仕の基本理念等の共通理解をして
もらうことを目的として行いました。
　Ⅰ職業奉仕についての講話
　　（井上カウンセラー）
　Ⅱグループディスカッション

　グループディスカッションにおいては
分区ごとにグループを組み話し合いを持
っていただき最後に１～８分区の代表の
方に発表という形を取りました。
　各分区共自分のクラブにない情報や奉
仕活動に対し熱心に聞き、そして意見を
述べていただき理解し、又１年間の活動
の向上を図れたと思います。

　７月の研究会では地区協議会の主旨をさら
に深めていただくようにという思いで社会奉
仕委員会のご協力で合同の研究会を開催する
ことが出来ました。
２つの委員会で140名規模の研究会となり新

鮮で意義深い研究会になったと思います。講
演会については、萩原・井上カウンセラーの
お骨折りによりまして第2750地区東京銀座
ＲＣ・ＰＧ、2008年４月当地区の地区大会
ＲＩ会長代理を務めていただきました市川伊
三夫ＰＧに「社会奉仕と職業奉仕について」
講演をいただきました。市川ＰＧには多忙な
スケジュールの中プロジェクターを使いいく
つかの例を出され分かりやすく一歩踏み込ん
だ講演をいただき、職業奉仕に対する重要性
を深く認識したものと思われます。
　講演会の後に分区別のグループディスカッ
ションを行い地区協議会に続いて２度目の発
表をしていただき、３ヶ月足らずの期間では
ありましたが各クラブの委員長の職業奉仕に
対する考え方や思いは随分変わってきている
と感じました。
　研究会の最後に職業奉仕に対するアンケー
トを取らせていただきそれを集約して各クラ
ブに送らせていただきました。何かの手助け
になれば幸いです。

・10月の職業奉仕月間には、委員長を通じ
て四つのテスト（唱和）をお願いしました。

・各クラブ委員会を中心にクラブ独自の活動
をお願いしました。

　以上のような思いで１年間活動して来まし
たが、職業奉仕委員会は数値に表れない委員
会なので結果は分かりません。各クラブの委
員長そして会員の手助けになれたなら幸いで
す。
　最後になりますが、各クラブ会長・幹事・
委員長・そして委員の皆様に１年間ご支援・
ご協力を賜りました事に感謝申し上げてご報
告と致します。
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高野　雅行
社会奉仕総括委員長

（しもだて紫水）

　　

　長谷川年度の社会奉仕委員会は石岡ＲＣ保
延さん、古河東ＲＣ福富さん、鉾田ＲＣ土子
さん、水海道ＲＣ染谷さん、玉造ＲＣ茂木さ
んと私の６名の委員で編成され活動をしてき
ました。
　長谷川國雄ガバナーは2820地区目標に地
区テーマとして「新しい奉仕活動への挑戦」
を掲げ、未来の夢計画実施年度のスタートと
位置づけ、ロータリー財団を通じた人道的奉
仕の充実、公共イメージと認知度の向上を目
標にしました。またそれぞれのクラブはすべ
てのクラブ会員とその家族が参加する親睦活
動や奉仕活動を企画したり（少なくとも年一
回）、地元地域の奉仕プロジェクトにおいて
ロータリー以外の団体との協力関係を密にす
る‥‥等の活動はこれまでも継続的に行って
きておりますが、こういった基本姿勢は地道
に続けることが求められますとも言われまし
た。
　これらの指針のもとに社会奉仕委員会で
は、さる７月20日（土）に職業奉仕委員会
と合同で筑西市のホテルニューつたやで研究
会を開催しました。講師に東京銀座ＲＣの市
川伊三夫ＰＧをお迎えし「社会奉仕と職業奉
仕について」という演題で講話をしていただ

き、奉仕事業についての考え方の原点をお話
ししていただいた気がします。
　また、2820地区各クラブの社会奉仕活動
の実態についてまとめたものを各クラブに配
布しました。クラブでの奉仕活動に役立てて
いただけたら幸いです。
　今年度からは“未来の夢計画”が実地され
ることになり、ロータリー財団との関係がよ
り重要になってきた年度でもありました。其
れをふまえ、社会奉仕の研究会のときには財
団の資金運用方法についての勉強会も開催し
た次第です。
　長谷川ガバナーはじめガバナー事務所の皆
さん、萩原社会奉仕カウンセラー、井上職業
奉仕カウンセラー、社会奉仕委員の皆様一年
間大変お世話になりありがとうございました。
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鈴木　　稔
青少年奉仕総括委員長

（日立港）

　　

　今年度より従来の新世代奉仕から青少年奉仕委員
会と名称変更し、新たに青少年交換プログラムが国
際奉仕から組み入れられて四委員会で構成される大
所帯となりました。思えば、カウンセラーの内藤Ｐ
Ｇが急逝され、混沌とした不安な船出となりました
が、清水ＰＧにカウンセラーを快諾して頂き、混乱
を来すことなく航海を続けてきた一年間だったと思
います。この一年間にわたって様々な助言、ご尽力
を頂いた清水カウンセラーに対してまず感謝申し上
げます。

[四委員会の主な活動報告]
１．インターアクト委員会
⑴2013.4/27　2013−2014年度委員・顧問会議
⑵2013.7/13　青少年奉仕研究会（於：日立天地閣）
⑶2013.7/29～8/1までの4日間　沖縄研修旅行
⑷2013.8/18　年次大会（ホスト校：水戸女子高

等学校）
⑸2014.4/12　2014−2015年度委員・顧問会議
２．ローターアクト委員会
⑴2013.7/13　青少年奉仕研究会（於：日立天地閣）
⑵2013.7/28　ローターアクト会長・幹事会（以

後4回開催）
⑶2013.9/15　ローターアクト第一ゾーン新潟会

議（於：新潟）
⑷2013.2/15　ローターアクト地区大会（於：古河）
⑸2013.3/15～16　ローターアクト全国研修会
（於：東京）

⑹2013.4/13　ローターアクト地区協議会（於：
古河）

⑺2013.6/7～8　ローターアクト関東ブロック研
修会（於：筑波）
３．新世代並びにライラ委員会
⑴2013.6/16　第1回ライラ委員会（於：日立天地閣）
⑵2013.7/13　青少年奉仕研究会（於：日立天地閣）
⑶2013.10/19～20　ライラセミナー（於：古河市

ネーブルパーク）
⑷2014.5/18　ライラセミナー同窓会（於：水戸

三ノ丸ホテル）

４．青少年交換委員会
⑴2013.6/16　国際奉仕からの青少年交換委員会

引継ぎ会議
⑵2013.7/7　全国青少年交換委員長会議（於：東京）
⑶2013.7/13　青少年奉仕研究会（於：日立天地閣）
⑷2013.10/3　アウトバウンド候補生11名の面接、

説明
⑸2013.11/30　全国青少年交換委員長会議（於：

東京）
⑹2013.12/8　青少年交換会議（於：水戸　以後

14回開催）
⑺2013.12/27～29　交換学生研修旅行（広島、宮

島、京都）
⑻2014.4/1～2　タイ交換短期使節団歓迎会（於：

筑波江戸屋）
⑼2014.4/19　全国青少年交換委員長会議（於：

東京）
⑽2014.5/24～25　青少年交換全国大会（於：福島）

　ロータリーの五大奉仕となって四年目の今年度を
上記の四委員会の各委員長、委員の皆様のご協力、
ご尽力のもと、何とか無事に乗り切ることができま
した。インターアクター、ローターアクター、ライ
ラリアン、交換学生たちとの触れ合いは、「教える
こと」よりも「教えられること」の多さに驚愕し、
またこれから次世代の地域、日本そして世界を担っ
ていく彼等との交流は、日々新鮮で楽しく、われわ
れロータリアンたちの掛け替えの無い経験となって
います。私自身も成長できた一年間に感謝致します。
　今後インターアクターからローターアクターを、
ローターアクターから未来のロータリアンを育てる
という大命題、また中学生から社会人に至る多層に
渡るライラセミナー参加者の増員とロータリー活動
の広報、青少年交換の対象国の拡大など課題は山積
ですが、皆様のご理解とご支援のもと、次年度も引
き続き微力ながら尽力、努力をしていきたいと思い
ます。今年度一年間本当にありがとうございました。
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2013−2014年度を振り返って

池田　正純
国際奉仕総括委員長

（牛久）

〜国際奉仕活動の一年をふりかえって〜

　長谷川國雄ガバナーのもと、ロンＤ．バー
トンＲＩ会長のテーマ（ロータリーを実践し、
みんなに豊かな人生を）に集うロータリアン、
その中でも国際奉仕活動に特化した当委員会
は、「ロータリーを実践して、世界中のみん
なを豊かにする」という事にまさにマッチす
るかと思うわけであります。
　廣瀬昭雄パストガバナーにカウンセラーに
なっていただき、ご指導をいただきましてス
ムースに事業が運びました。３月のＰＥＴＳ
から始まり、地区協議会にかけ地区委員やク
ラブの国際奉仕委員長の皆さんと勉強しなが
ら８月の国際奉仕研究会を実施しまして、そ
こで国際奉仕についての当地区独自の｛この
指とまれ国際奉仕｝に６つのプロジェクトの
プレゼンテーションがあり、どれも素晴らし
い事業でした。
　結果として、藤代クラブ提唱のフィリピン
の歯科医療奉仕は今までより予防教育を重視
し、今まではこのプロジェクトは日本からの
一方通行のような形でしたが、友好地区のク
ラブからの人的金銭的支援も数多くあり今ま
でとは大きく変わりました。
　タイへは４つのプロジェクトを実施いたし
ました。
　大子クラブ提唱のラムタコン周辺の小学校
への浄水器の支援を行いました。この地区は
揚水発電の建設工事により健康被害が多く発
生しているところで、そこの７つの小学校に
浄水器を提供しました。
　友部クラブ提唱のマングローブ植樹を実施
し、バンコクから南へ700キロのカンボジア

国境近くのコーチャン島において、5,000本
のマングローブの植樹を行い、サンゴの植え
付けも実施しました。
　鹿島中央クラブ提唱の山岳民族カレン族の
生徒たちに通学が不便で寮に入っている子供
たちの移動や物資輸送のための中古四輪駆動
車を年度をまたいでの提供になりました。
　水戸南クラブ提唱の水戸消防署での耐用年
数の過ぎた消防車をバンコク市内に贈呈しま
した。船賃，輸出入の手続き、関税、保険等
を提供しました。
　下館クラブ提唱のネパールの小学校や盲学
校に学用品や点字タイプライターなどを送る
プロジェクトについては今のところ報告が入
っていない状況です。
　そのほかクラブ独自でのいろいろな素晴ら
しいプロジェクトの報告を受けております。
　また海外クラブとの友好についてですが、
現在当地区においては、14の外国のクラブ
と友好もしくは姉妹クラブを締結しておりま
す。言語、宗教、政治、習慣、食べ物、考え
方など相互理解すべきところは多々あります
が、実情を把握しながら進めてまいりました。
　今年度より青少年交換部門が青少年奉仕委
員会へ移行したため、いままでより、大分負
担が減りました。一年交換の選考からオリエ
ンテーションまで多くの時間を費やし、短期
交換の世話や案内等で一週間以上張り付きっ
ぱなしで、多くの労力を使いましたがこの事
業から解放された分、海外へのクラブ同士の
お付き合いに出かけるように努力いたしまし
た。
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2013−2014年度を振り返って

山崎　清司
ロータリー財団総括委員長

（古河東）

〜ロータリー財団１年を振り返って〜

　長谷川國雄ガバナーは、2013-14年度・
2820地区テーマとして「新しい奉仕活動へ
の挑戦」を掲げました。この挑戦のために６
つの目標を提示、その内財団に関するものが
３つありました。その３つとは1、ロータリ
ー財団の幕明け（未来の夢計画のスタート）
2、ポリオ撲滅　3、ロータリー財団寄付150
ドル（年次基金寄付130ドル、ポリオ寄付
20ドル）、ベネファクター各クラブ１名以上
でした。
　私達ロータリー財団委員会は、ガバナーの
テーマ・地区目標をいかにクラブに広報しこ
れに協力していただくか相談しました。
　その結果、ロータリー財団の幕明け（未来
の夢計画）は未知の分野であり、多くの会員
への知識の浸透が大事ということで、クラブ
やＩＭでの積極出前卓話と地区補助金の使用
成功例の発表などをおこないました。また地
区財団Newsを発刊し、ポリオ撲滅や財団全
般の状況を広報し、財団の啓蒙と寄付ゼロク
ラブの追放、ポール・ハリス・ソサエティー

の入会の案内等もおこないわかりやすい財団
に徹しました。
　また（未来の夢計画のスタート）の目玉で
ある地区補助金を各クラブが有効に使用して
いただくことが「クラブのサポートと強化」

「ロータリーの公共イメージと認知度の向上」
につながり奉仕活動の活性化に役立つものと
考え、スマイル予算の少ない少人数クラブで
もクラブ予算の応援団として積極的使用を奨
励しました。
　このために補助金申請書の書き方教室を開
講し、「書き方がわからない」「難しい」「め
んどくさい」というクラブにも親切・丁寧に
説明し、多くのクラブから感謝されました。
おかげさまで52クラブから申請がありまし
た。これは当地区クラブの92%に上ります。
これはすべてTRF（ロータリー財団）の承
認をいただきました。
　グローバル補助金も初年度としては大きな
成果をあげました。まだ申請中のものもあり
ますが、現在の状況は下記の通りです。

藤居年度も引き続き皆様のご支援よろしくお願いいたします。

事業内容 重点分野 関係クラブ DDF
1 田舎の小学校や地域に浄水器 水と衛生 水戸南 ＄　5,000
2 子供たちの心臓手術器械器具 疾病予防と治療 結城RC ＄  12,850
3 心臓病・高血圧者の生活改善 疾病予防と治療 なし ＄　1,000
4 タイ東北部の牛の人工授精 経済と地域社会の発展 2820 ＄  18,700
5 地域社会のおける母子の健康 母子の健康 日立 ＄  10,500
6 CPによる識字率向上と職業訓練 基本的教育と識字率の向上 なし ＄　3,000

合計 ＄  51,050
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2013−2014年度を振り返って

島根　昌明
米山記念奨学会総括委員長

（水戸南）

　　

　米山記念奨学会活動のご理解を頂きまし
て、普通寄付5,000円、特別寄付20,000円
以上の目標にご協力を頂き誠に有りがとうご
ざいました。昨年同様全国第３位を確保する
ことが出来ました。心より感謝申し上げます。
そして、来年度の米山奨学生の受入れ総人数
26名が３人増えて、29名を迎え入れること
が決定致しましたことをご報告申し上げます。
米山記念奨学生のスタートはロータリー行事
と違って４月から始まり、翌年の３月で終了
する関係で奨学生とは途中から前年度委員会
から引き継ぐ形となっております。
　７月以降の大きな事業としては11月23日
に日本文化研修（日光日帰り）や12月23日（開
運寺／水戸市千波町）『餅つき体験』があり、
期間終了されたＯＢ・ＯＧ・現役奨学生の米
山記念奨学会学友会が、行事運営をお手伝い
しております。この行事を通じて現役奨学生
たちは、会うたびに笑顔でロータリー会員と
接しています。奨学生の中には片ことの日本
語で嬉しさを伝えてくれる奨学生もおります。
　そして感動的な行事として、2014年１月
31日につくば学園ＲＣ、つくばシティＲＣ、
つくばサンライズＲＣの３クラブ主催で第１
回目『米山奨学生との交流会』が米山記念奨
学生・学友会22名、ロータリアン49名、そ
の他関係者を含め75名の参加で、会場の筑
波大学・大学会館レストランプラザにて開催
して頂きました。食事の後に８人テーブルで
自己紹介し奨学生と会員との交流をさせて頂
きました。米山奨学生達がとても嬉しそうに
交流している姿がとても印象的でした。

　2013−14年度奨学生の期間終了生24名、
２月22日つくば山水亭の会場にて無事に期
間終了式を執り行うことが出来ました。期間
終了式では米山記念奨学生とクラブカウンセ
ラー、一人一人のご挨拶を頂き感動のお言葉
を頂きました。こうして、期間終了生を送り
出せましたのも、各クラブ会員の皆様のご協
力ご支援の賜物と感謝しております。
　４月からの新年度米山記念奨学生の迎え入
れも順調に進み新米山記念奨学生とクラブカ
ウンセラーとの合同セミナー、５月の米山梅
吉記念館お墓参りも無事終了いたしました。
　昨年12月に実施したアンケートで各クラ
ブの会長、幹事、米山クラブ委員長の皆様か
ら、沢山の国の奨学生を迎え入れたいとのご
意見がございました。その結果、中国８名、
韓国４名、ベトナム４名、マレーシア２名、
インドネシア２名、ロシア連邦２名、モンゴ
ル１名、ネパール１名、ラトビア１名、スリ
ランカ１名の10か国から優秀な学生を迎え
入れることとなりました。この学生たちが
日本と架け橋となり世界平和に繋がるよう
2820地区の会員全員で米山記念奨学生と一
生のお付き合いが出来るよう、育てて行きた
いと考えておりますのでよろしくお願い申し
上げます。
　最後に、米山記念奨学会事業へのご支援を
頂き米山記念奨学生を育てて頂いていること
に感謝申し上げます。これからも米山記奨学
会事業をご理解頂き、ご協力くださいますよ
うよろしくお願い申し上げます。一年間有難
うございました。
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国際ロータリー第2820地区
ガバナーノミニー・デジグネート
2016-2017年度地区ガバナー

（古河中央）白
はく

戸
と

　仲
なか

久
ひさ

生年月日　昭和16年11月18日
現 住 所　〒306-0233　古河市西牛谷101-1
職　　業　ネッツトヨタつくば株式会社　取締役　会長
T　E　L　 0280-98-1515
F　A　X　 0280-98-5959
職業分類　自動車販売
最終学歴　埼玉県立杉戸農業高等学校

【ロータリー歴】
1976年２月　　　古河ロータリークラブ入会
1996年４月　　　（仮）総和ロータリークラブ（現：古河中央ＲＣ）　拡大委員長
1998年１月　　　総和ロータリークラブ（現：古河中央ＲＣ）創立、初代会長
1998-1999年度　総和ロータリークラブ（現：古河中央ＲＣ）　二代会長
2002-2003年度　第５分区（現：第４分区）ガバナー補佐
2005年10月～2014年3月　古河中央ロータリークラブ　名誉会員
2014年３月　　　古河中央ロータリークラブ　正会員へ身分変更
2014年４月　　　古河中央ロータリークラブ　国際奉仕委員会副委員長

【その他】
　マルチプル・ポール・ハリス・フェロー（2）
　第４回米山功労者マルチプル

　ガバナーノミニー・デジグネート（2016-2017年度地区ガバナー）候補者の推薦について、
2013-2014年度月信第８号（２/１）で公示しましたところ、2014年６月８日に、古河中央
ロータリークラブより白戸仲久君の推薦がありました。
　ガバナー指名委員会の審議を受け、白戸仲久君が国際ロータリー第2820地区ガバナーノミ
ニー・デジグネート（2016-2017年度地区ガバナー）に確定致しましたことをここに宣言い
たします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成26年６月16日
国際ロータリー第2820地区
ガバナー　　長谷川國雄
指名委員長　廣瀬　昭雄

ガバナーノミニー・デジグネート確定宣言
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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

杉山　　勉
2014.6.3

銀行業

水　戸

浜田　　聡
2014.6.10
生命保険業

下　館

館野　　博
2014.5.21

電子機器部材

土　浦

楜澤　　悟
2014.5.22
新聞発行

那珂湊

菊池眞一郎
2013.6.3
生命保険

大　洗

山田　純永
2014.5.8

仏教

水　戸

杉本　泰昭
2014.6.3
損害保険業

水戸南

フラギス由美子
2013.11.8

酪農製品卸売業

結　城

潮田　律広
2014.5.1

洋菓子製造販売

水　戸

石井　　登
2014.5.13
専門工事

勝　田

小松原　健
2014.4.1
昇降機製造

水　戸

井澤　　徹
2014.6.10
損害保険業

水戸南

蔀　　英二
2014.2.21

一般貨物運輸業

土　浦

富田　裕一
2014.5.22
テレビ放送
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石岡８７

柏木　幸一
2014.4.24
生命保険

つくばサンライズ

柴本　邦彦
2014.4.11
都市銀行

土浦南

平盛　慎一
2014.5.13
生命保険業

訃報　謹んでお悔やみ申し上げます

  下館ＲＣ　正
しょう
根
こん
寺
じ
　幸
ゆき
雄
お

（享年　満62歳）
  1942年（昭和17年）11月21日生
  2014年（平成26年） 5 月27日 逝去
【入会年月日】2007年５月９日
【職 業 分 類】水道設備工事
【ロータリー歴】2010-2011年度　広報雑誌記録委員長
　　　　　　　　2011-2012年度　環境保全委員長
　　　　　　　　2012-2013年度　出席委員長
　　　　　　　　2013-2014年度　会員増強委員長
【寄　付　歴】ポール・ハリス・フェロー　2011-2012

正根寺幸雄（下館ＲＣ）
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出席報告（2013年-2014年度５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

5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

5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

　2013-2014年度・長谷川年度のガバナー月信もとう
とう最終号となりました。今年度は、余裕のあるスケジ
ュールで編集作業をしようと計画していました。そのた
め、原稿の集まり具合が大変不安でしたが、ご執筆を依
頼した皆様のご対応が早く、思ったほど困ったことはあ
りませんでした。内容等の間違いや原稿の依頼漏れなど
が何点かあり、大変ご迷惑をお掛け致しました。しかし
ながら、ほとんどスケジュール通り進めてこられました

編　集　後　記

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5月28日（水）茨城新聞 掲載

平成26年6月4日（水）茨城新聞 掲載

平成26年6月12日（木）茨城新聞 掲載

平成26年6月19日（木）茨城新聞 掲載

のも、皆様のご支援とご協力のおかげです。感謝申し上
げます。１年間ありがとうございました。

月信編集委員会
編 集 委 員 長　　松本　隆史
副編集委員長　　斎藤　孝夫
編 集 委 員　　工藤　貴正／大原　康宏／志村　　保
　　　　　　　　高田　文明／冨岡聖司郎　　

月信編集委員会


