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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

会員増強
拡大月間
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August 2013

RI第2820地区ガバナーメッセージ

　８月は会員増強及び拡大月間です。今年度
ロンＤ．バートンＲＩ会長は2015年までに
会員数を120万人から130万人に増加させる
との目標を掲げ、私も地区の目標として会員
増強と退会防止（各クラブ純増１名）を掲げ
させていただきました。
　同様の目標が毎年掲げられ続けて久しいこ
とは皆様ご承知のとおりですが、その目標に
も関わらず、第2820地区においても、ロー
タリーの会員数は年々減少を続けています。  
　当然の事ですが、毎年毎年、退会者を上回
る数の新会員を獲得していくことができれば
会員数は減少する事なく、会員を増やし続け
る事ができます。そして、そのような状態に
あれば、あえて退会防止を強調する必要もあ
りません。しかし、退会と入会は表裏一体の
関係にあり、入会が増えないことと、退会が
増えることとは共通の原因であることが多い
ことと、新会員を獲得しても退会者がそれを
上回ればクラブの会員数は減ってしまうこと
から、退会防止と新会員の獲得（会員増強）
とを同時に目標としてかかげさせていただい
ています。
　ロンＤ．バートン会長も、毎年12万人が
入会するのに、退会者も毎年ほぼ同じ数にの
ぼる現状をとりあげ、会員増強のためには退
会者に目をむけ、退会の原因を突き止める必
要があると言われています。他方、新会員獲

得のため①女性会員への更なる取り組み、②
青少年奉仕のプログラム対象の若い世代に明
日のロータリアンとなってもらう努力、③ク
ラブの規則や伝統の柔軟化により時代の変化
とともにクラブの現状に対処する努力、など
の大切さを説かれています。
　また、ロンＤ．バートン会長はロータリー
に入会した動機やロータリーにとどまり続け
る理由は十人十色であるけれども、それがど
のようなものであれ、生涯ロータリアンでい
たいという気持ちを、他の人々とわかちあい、
その人たちもまたそのきっかけを見いだせる
ようにしてしてほしいし、そのようにロータ
リアンが関わり、ロータリアンが積極的にな
れば、人々の人生を豊かにできる。そのため
に、今年度のテーマを「ロータリーを実践し
　みんなに豊かな人生を」とした、と述べら
れています。
　クラブの魅力と存在意義は決してクラブの
人数で測れるものではありませんが、やはり
クラブとしての活動を維持していく上で、あ
る程度の会員数があった方が楽であることは
事実です。ロータリーの魅力を実現するため
にも、どうか退会防止・会員増強(純増１)に
ご尽力くださいますようお願い申し上げます。

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）

～会員増強・拡大月間によせて～
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カウンセラーメッセージ

　国際ロータリーは、各月間に国際ロータリ
ーの強調事項を設定し、その意義を高め実行
する事を奨励しています。特に、８月は「会
員増強・拡大月間」となります。この月間の
目的はロータリークラブの強化・充実を図る
事にあります。ロータリー繁栄の為には、各
クラブが、会員としての仲間を増やし、地域
の中で活発かつ有意義な奉仕活動を行なうこ
とで存在感を高め、そして、その事を通して
各クラブがそれぞれの地域における奉仕団体
として認知される事が重要となります。その
意味において、新体制になったこの時期に、
会員増強・拡大月間を行なう事は、適切な事
と考えられます。最近の2820地区の会員数
の推移ですが、1997年以降、会員数の減少
傾向に歯止めがかからない状況が続いていま
す。残念な事に毎年50名ぐらいの会員が減
少しています。現状を見ると当地区では、会
員数2,000名ラインが１つのキーポイントと
思われます。会員減少は、現在の経済状況と
も関連していると考えられますが、連続して
これだけの会員の減少が起きている事は、こ
れまでの会員増強の方法だけでは、限界があ
る事を示しているとも考えられます。
　「会員増強について、手続要覧によると「会
員増強」には「新会員の勧誘」「現会員の維持」

「新クラブの結成」という３つの要素があり
ます。一人でも多くの適格者にクラブに入会
してもらい、また、会員の維持率を高めるた

めに、クラブは会員と地域社会にとっての重
要性を保ち、クラブのプログラムと地元地域
社会への奉仕を改善し、個々の会員を効果的
に従事、参加させ、その関心を絶えず引き付
けるような対策を講じるべきである」とあり
ます。会員増強は、ロータリーにとって、永
遠のテーマであり、重要な問題です。各クラ
ブの歴史や地域性等により、対応がそれぞれ
異なる場合も多々ありますが、地区内の会員
が積極的に会員増強の意識を高め、この８月
の会員増強・拡大月間を機に、クラブの現状
を認識した上で、会員の増加がスムーズに行
なえれば、地域の中での認知度もアップし、
更なる会員増強及び拡大が行なわれると考え
ています。
　2013-14年度ロンＤ．バートンＲＩ会長
のテーマは「ロータリーを実践し、みんなに
豊かな人生を」です。そして、ＲＩ会長は、「ロ
ータリーを真に実践し、ロータリーの奉仕と
価値観を日々活かす決意をすれば、自分がい
かに素晴らしい影響をもたらすことができる
かが見えてくるでしょう。そして初めて、人々
の人生を真に豊かにしようというインスピレ
ーション、やる気、パワーが沸くのです。そ
して何よりも、あなた自身の人生が一番豊か
になるはずです」と述べています。
　2820地区の皆さん、会員増強の実践によ
り、今後とも魅力あるロータリー活動をして
行こうではありませんか。

佐藤　　衛

～会員増強・拡大月間に寄せて～

（水戸南）

クラブ奉仕担当カウンセラー
パストガバナー
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総括委員長メッセージ

　８月は会員増強・拡大月間に指定されてい
ます。ロータリーは、各月に国際ロータリー
の強調事項を設定し、意識を高め実行する事
を奨励しています。特に、会員増強の中身に
は、「新会員の勧誘」「退会防止」「新クラブ
の結成」の３要素がありますが、日常のロー
タリー活動との関連では、新会員及び退会防
止の２つの活動が中心になると思います。
　さて、日本のロータリアンの会員数の現状
は、過去16年間連続して減少しています。
当2820地区においても同様の傾向であり、
毎年50名近くの会員が減少しています。昨
年７月１日付の地区会員数は、1,983名と
２千名を初めて割り込んでしまいました。
2013年４月末付の会員数は2,024名と期首
より41名増加していますが、例年より増加
数が少なく、なかなか増強についての有効な
特効薬が見つからない状態です。各クラブで
その原因について客観的に分析し、原因を見
極め、有効な手段を検討する必要があると思
います。クラブごとに生い立ちの歴史や地域
性等の違いがあり、対応も同一でなく異なり
ます。ロータリーに限りませんが、入会者が
少ないと、組織としてマンネリ化の問題や会
員の高齢化等の問題がクローズアップされ、
それによって退会者の増加や若い世代の入会
希望者が更に少なくなるという悪循環に陥る
場合があります。会員増強の結果をすぐに出
す事は難しい事ですが、じっくりと取り組ま
なければならない最重要課題です。将来のロ
ータリーの為、全てのロータリアンが会員増

強の意識を強く持ち、積極的に会員を勧誘す
る事が重要であり、それはロータリーの繁栄
のために欠かせません。国際ロータリーの理
事会が2015年６月末までにロータリアンを
130万人まで増やす目標を承認しましたが、
当地区でも2015年までに、各年３％（約60名）
の増強目標を掲げています。この様に、ロー
タリーにとって永遠のテーマである増強につ
いて、目標を達成するために、多種多様で同
じ答えのないロータリー活動ですが、色々な
要因を客観的に分析し、基本的には今までの
活動の流れを踏襲して行きますが、どうして
も変えるべき所があれば、それを見極めた上
で、時代に合わせて良い方向へ変える事も必
要かと思います。それによって、より多くの
クラブが増強につながり、現状打破してもら
いたいと思います。魅力があり、活力あるク
ラブには人材も自然と多く集まります。これ
からも増強に力を入れて頂き、魅力あるクラ
ブが１つでも多くなる事で、ロータリー活動
がもっと多くの人々に認知される様になる事
が理想です。
　最後になりますが、すばらしい奉仕活動に
ついて、更なる自己アピールの発信により、
地域への浸透、理解を促進させ、認知度を更
に高め、多くの人々が入会したいと思う様
に、８月の会員増強拡大月間だけではなく、
１年を通しての増強活動を未来のロータリー
の為、宜しくお願い致しまして、「会員増強
拡大月間に寄せて」と致します。

八文字典昭
クラブ奉仕総括委員長

～会員増強拡大月間に寄せて～

（水戸）
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地 区 委 員 長 紹 介

　地区テーマである「新しい奉仕活動への挑戦」及び地区目標の「会員増強と退会防止」
と「公共イメージと認知度の向上」に沿って委員会活動を進めていきたいと考えて
います。特に魅力があり、活力の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ます。その様なクラブが、1つでも多くなる様、研究しながら活
動していきます。地区内の現状は、会員の減少傾向が続いている様に思われます。
クラブの歴史や地域性等、様々な要因があり、すべて同じとはいきませんが、ロー
タリーについて客観的に分析をし、時代の変化に対応し、変えなければならない所

は変える事で1つでも多くのクラブが、より良いクラブ運営が出来る様に活動していきたいと考えています。
その為に、当委員会では「クラブ会員組織」「クラブ管理運営」「広報・雑誌」「ＨＰ運営」の4委員会で活動し、
対応していきます。会員の皆様のご支援、ご協力をよろしくお願い致します。

　ロータリアンにとって永遠の課題が、正にクラブ会員増強ではないでしょうか。
　この問題の中には、大きく分けて2つの問題点が浮かび上がってきます。一つは、どうす
れば会員を増やせるか、そしてもう一つはどうすれば会員に辞めてもらわずに済むかです。
　魅力あるクラブ運営も関係します。活発な奉仕活動の実践と、その広報も必要です。皆さ
んの親睦も重要な要素です。しかも時代は少子化と超～高齢化の日本で、更に地方過疎化問
題も加わってきます。
　私はこの1年間ロータリーの友地区代表委員として、ＲＩの情報、各地区各ＲＣの情報、

各委員会の情報を、広くわかり易く雑誌『ロータリーの友』から要約情報を得て来ました。ロータリーの価値感、ロー
タリーの目的と奉仕の理念、とは何なのか。平和とはどのように成し遂げればよいのかを、自分なりに理解して来まし
た。理解は人それぞれで構わないと思います。でも理解して軸のある奉仕活動＝ロータリー活動をする時、参加するロ
ータリアンは、充実と喜びと誇りを得て、ロータリアンになったことに感謝する事でしょう。
　そんなぶれない軸のある会員組織を目指し、新しいメディアやシステムを取り入れて、若いロータリアンが魅力を感
じて入会するロータリー作りに貢献したいと思っています。

　昨年に引き続き担当させていただきます。
　クラブ奉仕委員会はロータリー活動の頭脳を担う委員会と言われております。主な
役割はロータリー活動の本質を理解し、ＲＩ会長の意志に沿ってその内容を各クラブ・
会員に伝える事、そして新しい仲間として相応しい人をロータリークラブに入会して
もらう事をお手伝いする事かと思います。
　ご承知のとおり日本は世界に先駆けて少子高齢化が進行中です。国内のあらゆる団

体が会員減少に悩んでおります。ロータリークラブもほっておけば更に減少しますので、それを上回る増強が
必要になります。当委員会では会員組織委員長が先頭に立って増強活動をしておりますが、クラブ管理運営委
員長としては現在在籍している会員にロータリーの魅力を伝えて無意味な退会を極力防止する役割があります。
　奉仕・親睦・出席等々活動の範囲は広いのですが、クラブ管理運営に役立つ情報を取得し次第速やかに各ク
ラブ・会員にお伝えしてロータリー活動の活性化に寄与し、会員増強に役立ちたいと考えております。

クラブ奉仕総括委員長抱負

クラブ会員組織委員長抱負

クラブ管理・運営の在り方について

クラブ奉仕総括委員長　八文字　典昭（水戸）

クラブ奉仕　クラブ会員組織委員長　石井　健三（つくば学園）

クラブ奉仕　クラブ管理運営委員長　根本　　昇（水戸東）
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地区委員長紹介

　内外に多種多様な情報が混在しております今日、ロータリーが地域社会に対してその存在や活動
を確実に発信していく事が益々必要になってきているものと感じております。
　その積み重ねが「ロータリーブランド」の構築になり当2820地区、今年度目標の1つである「公
共イメージと認知度の向上」に繋がっていくものと考えます。
　その趣旨に沿って広報・雑誌委員会では「ロータリー情報館」を活動の中心にしております。こ
れは「茨城新聞」の紙面に地区内各クラブＲＣの奉仕活動や地区行事などを掲載するコーナーを設
けさせて頂いているもので、毎週水曜日を基本に掲載しております。
　今年度は、地区内全クラブからの寄稿をお願いする事で偏りのない広報活動を目指しております。

　雑誌「ロータリーの友」は、内外ロータリアンの寄稿が主体ですが、その紙面からは、単にＲＣ活動のみでなく、地域社会・世
界の動静、更には歴史・文化等々極めて広範な内容である事が窺えます。
　各クラブリーダーの呼びかけにより会員の皆様が「友」の良さをご認識して頂き、少しでも熟読できる機会を増やす事によりそ
れぞれのご見識の更なる研鑽に繋がっていけますよう普及に努めて行く所存です。
　これら種々の取組みにより、地域社会に・・人々に・・ロータリーをもっと知ってもらうことで入会の機会を作り社会に評価さ
れる事で会員皆様の励みになり、各クラブの更なる活性化に繋がっていければと願っております。
　これから１年間各クラブ会員皆様のご支援、ご協力の程、宜しくお願い申し上げます。

　長谷川年度、ＨＰ運営委員長を拝命しました水戸南ロータリークラブの石井です。
　地区のホームページは、情報センターとしてＲＩや地区の情報、連絡事項を各クラ
ブやロータリアンにお伝えするとともに、各委員会や各クラブの皆様から情報を提供
して頂き、情報の共有化を図っていきたいと考えております。どうぞ皆様からの情報
をお寄せ下さいますようお願い致します。
　今年度の地区のテーマで「クラブも地区も『新しい奉仕活動への挑戦』を目標に活

動する」とあります。
　各クラブ、地区でもＩＴツールを活用し、会員増強と退会防止、公共イメージと認知度の向上に貢献してい
きたいと思います。具体的には、ｅクラブの研究、ホームページやフェイスブック等のソーシャルネットワー
クツールの活用など皆様と共に挑戦し、また、ロータリアンの活性化を目指したいと思います。
　ご支援、ご協力をお願い致します。

　今年度長谷川ガバナー地区テーマ「新しい奉仕活動への挑戦」に沿った職業奉仕活
動を行いたいと考えております。
　「奉仕の第二部門、職業奉仕は事業及び専門職務の道徳的水準を高め、品位ある業
務はすべて尊重されるべきであるという認識を深め、あらゆる職務に携わる中で奉仕
の理想を生かしていくという目的を持つものである。」
　この基本的理念の基、新しい奉仕活動への挑戦に職業奉仕地区委員会が少しでも手

助け出来ればと考えております。
　今年の職業奉仕研究会（社会奉仕と合同）において、何かひとつでも目標を見出し、実践・奨励出来るよう
地区委員一同頑張る覚悟でおります。各クラブの職業奉仕委員長の全員参加をお願い致します。共に勉強いた
しましょう！
　今年度の各クラブ会長・幹事・職業奉仕委員長・会員の皆様のご支援・ご協力を宜しくお願い申し上げます。

2820地区　広報・雑誌委員会活動について

クラブ奉仕ＨＰ運営委員長抱負

職業奉仕総括委員長抱負

クラブ奉仕　広報・雑誌委員長　小倉　史義（土浦）

クラブ奉仕　HP運営委員長　石井　浩一（水戸南）

職業奉仕総括委員長　藤木　章吉（しもだて紫水）
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　国際ロータリーは2013-2014年度ＲＩのテーマとして平和と紛争予防、疾病予防と治療、水と衛
生、母子の健康、基本的教育と識字率向上、経済と地域社会の発展‥これらの６項目を重点的に掲
げております。ＲＩ戦略計画を進めるにあたって更なる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を図りたいものですが、この戦略計画の中核となるもの
はやはり奉仕活動である事は言うまでもありません。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ています。
　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。今後もロータリー・ファミリーを通じたネットワークの
強化を図りながら、一般の方々に広くロータリークラブ活動を知って頂き、時にはメディアレベルにのせる努力をし、ロータリー
に対する一般の認知度の向上をめざしていきたいものです。
　今年度からは今までの各クラブの資金を利用する奉仕活動の他に、新たに財団の資金を活用する未来の夢計画が始まろうとして
います。地区社会奉仕委員会は各クラブの奉仕活動が円滑にまたこのガバナー方針に基づいた活動が活発に実践されますようお手
伝いをして参りたいと考えております。一年間どうぞよろしくお願い申し上げます。

　今年度青少年奉仕総括委員長という大役を担うことになり、緊張で身震いする思いでいます。「青少年」
とはロータリー家族のうちで最も若い12～30才の世代の人達のことです。すなわち、この青少年奉仕委
員会はこの若い世代の青少年を対象とした4つの委員会で構成されています。インターアクト、ローター
アクト、青少年交換プログラム、そして青少年交換プログラム（RYLA）の参加者のことです。
　私は、大学2年生の頃、縁あって北海道美唄市のＩ君という青年と出会い、3年間付き合いました。実
は彼は若年性の筋ジストロフィーを患っていて、私が大学卒業して4年後に亡くなりました。彼のお母さ
んから「息子の遺書とも言えるノートの走り書きです。」といって渡された大学ノートの最後のページに

「楽しい人生をありがとう、お父さん、お母さん、そして鈴木さん。」と書いてありました。思いがけない
彼の言葉に、人と人とが触れ合う人生の中で、人が相手に与える影響の大きさに愕然としたことを覚えています。私の人生はそのときの
彼の言葉との対峙の人生だといっても過言ではありません。枯れるまで涙を流した後、私が心に決めたことは、「彼の言葉に恥じない人
生を送ろう」ということでした。まだまだ未熟な私は、その人生をとても送り切っているとは言えませんが、少なくとも近づくように努
力しているし、そこに向かっている確信はあります。ロータリーもその活動の一環として楽しくやらせて頂いています。奉仕活動の一番
の基本は「人が嬉しくて笑っているから、自分も思わず嬉しくなって笑っている」ことに尽きると思います。
　これからを担う若い世代の人達との交流を通して、お互いに成長していけることを期待しながら、青少年奉仕の活動を誠心誠意頑張り
たいと考えています。宜しくご指導のほどお願致しまして、挨拶といたします。

　当地区インターアクト委員会は例年、年次大会の開催と韓国研修旅行が大きな事業
であります。年次大会は各学校が工夫を凝らし開催されています。活動報告をし、情
報交換をすることで相互の理解や啓発に生かされています。
　韓国研修はインターアクトの目的である国際性や国際理解を得るという機会を与え
ています。高校生の活動の中で上記の目的をかなえるのは難しいことです。そんな状
況からこの研修旅行が生まれたものと思われます。全国インターアクト会議にも参加

しましたが、このような素晴らしい事業を行っている地区はありませんでした。先輩方に敬服するばかりです。
本年度は朝鮮半島の状況から韓国を諦め沖縄にて国際性や国際理解の機会を与えたいと考えます。

2820地区社会奉仕委員会総括委員長抱負

青少年奉仕総括委員長に就任して

インターアクトの活動について

社会奉仕総括委員長　髙野　雅行（しもだて紫水）

青少年奉仕総括委員長　鈴木　　稔（日立港）

青少年奉仕　インターアクト委員長　宮﨑　雅彦（水戸）
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　新世代並びにライラ委員長を拝命しました軽部守彦です。
　私自身とＲＹＬＡとの関わりは、今から27年ほど前に、ロータリアンであった父
が無理やり、今度ＲＹＬＡというロータリーのプログラムがあるから２泊３日休み
をやるので行って来いと、半強制的に行かされたのが始まりです。いやいやながら
も行ったそのＲＹＬＡはとても感動的で、リーダシップの大切さを学ぶとても良い
機会となりました。そのＲＹＬＡの参加がなかったら、ロータリアンにもなってい

なかったかもしれません。その時に受けた感動を、今年度参加させる青少年に伝えたいと思っています。ロー
タリアンの皆さん、後継者や従業員を是非ＲＹＬＡに参加させてください。反強制的でもいいと思います。
　今年度は、テーマを「挑戦」題して古河市のネーブルパークにて10月19・20日の２日間で行われます。自
己啓発とロータリーを通じた友人作りに多くの新世代の青少年のご参加をお待ちしています。

　青少年奉仕委員会、ローターアクト委員長をさせて頂きます、古河中央RCの山本です。
私達ロータリアンは若者を良き社会人であり、社会の指導者となる様育てなければなりませ
ん。この目的を達成するための一つの方法としてローターアクトがあります。地域の若者を
アクト活動を通して地域文化を理解し、地域に貢献する人材を育成する事は意義のある活動
です。地域の若者育成のためにローターアクト活動を積極的に行ってみませんか。
 　また、ローターアクトとは、18歳～30歳までと言う制限がある活動です。社会人として
基礎となる多感な時期でもあるこの時期にローターアクトを経験し、ボランティア・社会奉

仕に気付き、能力の開発に当たって役立つ知識や技能を高める事は大変有意義であり必要な事です。また、この時期は
進学・就職・結婚・子育てなど公私共に忙しい時期でもあります。そういった意味では、アクトクラブを維持するのが
難しくスキルのある先輩会員の卒会により会のスキルを維持する事も困難な部分があります。ですから会員増強・会の
資質の維持には、私達ロータリアンの協力がなければ中々できません。ローターアクトの例会や事業に参加し、アクト
を応援しましょう。そして会員の身内・社員・知合いの方を是非、推薦紹介して下さい。会員各位の益々のご協力を宜
しくお願い致します。

　青少年交換プログラムは国際ロータリーが推奨する重点事業の一つであり、長期、短期の青少年交換プ
ログラムによって、参加者は、新しい生活様式、さらに新しい言語、そして自分自身についても多くのこ
とを発見する機会を得ることができると存じます。またプログラム参加者は自国やその文化、自分の考え
を出会った人々に伝える若き親善使節として、派遣された地域で、新しい友人を作りながら、友好の輪を
広げる役割をはたすことができます。そして、この若者たちが、やがて社会に出て指導者としての地位や
役割を担うとき青少年交換プログラムを通して、ロータリー活動のひとつの目的が達成されることになる
と思われます。
　長期の交換プログラムは１年間派遣された地域でホストファミリーと生活を共にし、学校に通います。

これまでの派遣先としましては、アメリカ合衆国、オーストラリア、ドイツ、フランス、ブラジル、メキシコ等の実績があります。例年
３名程度の学生を派遣し、受け入れております。また、短期の交換プログラムについては昨年度においては年末９日間、当地区の友好地
区であるタイの3350地区へ４名の高校生を派遣しました。また、４月にタイより高校生を受け入れ、地区大会に参加してもらい、友好
を深め、日本を少しでも理解してもらう機会を持つことができたように思われました。
　本年度はいかに有効な交換プログラムを展開していくか、委員会で検討し、事業内容を広く知らしめる機会を多く持ち、他の青少年奉
仕の活動と連携していきながら、委員会運営をしていく所存であります。
　今後、各クラブのご担当者におかれましては、交換プログラムの意義をご理解いただき、一層のご協力を賜りたくお願い申し上げます。

新世代並びにライラ委員長抱負

ローターアクト委員長としての抱負

2013-2014年度RI2820地区青少年交換委員会活動方針

青少年奉仕　新世代並びにライラ委員長　軽部　守彦（下妻）

青少年奉仕　ローターアクト委員長　山本　一雅（古河中央）

青少年奉仕　青少年交換委員長　小野比呂志（日立）
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　二年目の総括委員長で、慣れたかなと思っていましたがまだ初心のつもりで頑張ります。
　ＷＣＳ委員会については、各クラブでの単独で実施している事業にも積極的に協力出来る
体制を取るつもりですし、当地区独自の「この指とまれ国際奉仕」についてもマンネリ気味
の事業がありますので、新しい事業の発掘にも努めていきたいと思っております。
　8/4の地区国際奉仕研究会においての、素晴らしいプレゼンを期待しております。
　国際交流共同委員会は、新しく友好クラブを作る希望をしているところもあるようですの

で、コーディネーターの協力で希望に沿ったクラブを紹介できればと思っております。またＷＣＳ事業等で知り合った
クラブも含めて、今の友好地区のいくつかの深い関係のクラブだけでなく、多くのクラブと親交を深めていきたいと思
っております。ただ外国の場合はガバナーが変わると担当が全く変わってしまう場合がありますが、フィリピンについ
ては次の次の担当者まで親しくなりましたのでそのあとも繋がって行くような気がいたしました。青少年交換委員会が
無くなったため、その仕事が減った分友好地区への渡航が増やせるのではと思っております。

　委員長として２年目の年にあたり、「この指とまれ」プロジェクトの充実と推進を、
より一層はかれるよう、邁進していきたいと思います。「この指とまれ」については、
提唱クラブが固定化しつつあるという問題を抱えております。「この指とまれ」は、
提唱のクラブのノウハウを開示し、もっと多くのクラブが国外の世界社会奉仕に参加
していただきたいと考えます。
　また、クラブ独自で推進している事業を発掘、並びに地区内に情報を発信していけ

るよう進めて活動していきたいと思います。
　まずもって、地区内のクラブ諸兄の皆様のご協力をお願い申し上げます。

　長谷川國雄ガバナーの下で新たな奉仕活動が開始されましたが、こうした中３度目の国際交流共同
委員長を拝命し責任の重さを痛感しています。
　今年度は地区の組織改編により国際奉仕委員会は、池田総括委員長の下に世界社会奉仕（ＷＣＳ）
委員会と本委員会及び２名の国際支援アドバイザーが所属する形態となり、地区内各クラブとの連携
による国際奉仕活動の実績づくりが求められています。
　本委員会の活動の基本は海外の多くのロータリアン、そしてロータリークラブとの積極的な交流に
より相互理解を図り、各クラブの円滑そして効果のある国際交流の実現に努めることを目標としてい
ます。

　当地区の世界社会奉仕については、特異性のある「この指とまれ」が展開され、活発な海外支援活動の実績が重ねられています
が、地区内のロータリアン個々人の国際奉仕に対する認識が更に高められるよう、確かな情報や活動の実態等を具に提示したいと
考えています。
　本委員会にはタイ及びフィリピンにおける友好地区担当が選任され、また欧米をはじめアジア地区全般に通じた支援アドバイザ
ーが所属し、深い知識と人脈で得た細やかな情報を提供できる体制にあり、意義ある国際奉仕への支援ができると考えます。政治
事情や経済状況の変化とともに国際奉仕の形態の変化も予測されますが、活きた奉仕活動が実現できますよう共の活動を願う次第
です。今年度も宜しくお願い致します。

今年の抱負

WCS委員会委員長としての抱負

国際交流共同委員長就任に際して

国際奉仕総括委員長　池田　正純（牛久）

国際奉仕　国際交流共同委員長　中村　澄夫（東海那珂）

国際奉仕　世界社会奉仕委員長　瀬戸　隆海（水海道）
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　昨年、野堀直前ガバナーより、地区委員を拝命され、大ベテランの山本進支援アドバイザー委員長の基で何
も実績をあげずに一年を過ごしました。今年度の長谷川ガバナーと池田国際奉仕総括に、再度拝命を受け、今
年こそは地区のお役に立とうと思っております。
　当2820地区はタイの3350地区、フィリピンの3810地区、と友好地区の覚書を結んでいます。
　昨年は、3350地区とのプロジェクト、交流は山本進アドバイザー並びに各地区委員長、各クラブの努力に
より大変な成果をあげました。それに比べて私の努力不足で3810地区とはあまり多くの事業、交流がありま
せんでした。大変反省をしております。
　今年からはグローバル夢計画が具体的に進みます。引き続き山本進アドバイザーへは3350地区とのプロジ

ェクト交流へのサポートをして頂き、私は3810地区との事業、交流を、各クラブがスムースに進められるようにサポートさせて頂きたく思っ
ております。
　友好地区以外の海外クラブとの事業並びに交流も各クラブで多いに行われると思いますので、山本進アドバイザー並びに私のサポートが必要
でしたら、何時でも、遠慮無く連絡を下さい。お待ちしています。
　　　　　　　　連絡先：中村康博（牛久RC）：yasuella@i.softbank.jp 又は、 nakamura@tokyo-shomei.com
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　携帯電話: 090-3245-4596    Fax:03-3254-1632 
　　　　　　　　　　　　山本　進（石岡RC） : ishipla@theia.ocn.ne.jp　　電話番号:0299-24-1110　Fax:0299-23-9107

　長谷川年度が始まった。私も地区財団委員会に関わって、７年目になる。しかし、
今年度はこれまでと大きな変化がある。それは、今年度から始まった、ロータリー財
団（ＴＲＦ）の「未来の夢計画」である。財団に関する様々な規則や方法が変わった。
我々、今年度財団委員会は早い時期から何度も勉強会を開き、新しい財団の運営方法
などを学んできた。地区補助金についてはそれなりに理解し、運用も出来ている、し
かし、もう一方のグローバル補助金の運営については、まだまだの感がある。試行錯

誤の連続である。私の委員会の「ポリオ・プラス」は今年の世界大会の本会議でも大きく取り上げられていた。
ポリオの根絶まであと一歩のところまで来ている。2013年6月11日現在の今年度の世界のポリオ発生件数は、
パキスタン（14件）、アフガニスタン（2件）、ナイジェリア（25件）、ソマリア（9件）、ケニヤ（5件）の総
計55件です。インドは、常在国リストから外れました。ポリオ寄付も宜しくお願いします。

長谷川年度の抱負

変化するロータリー財団

ロータリー財団　ポリオ・プラス委員長に就任して

国際奉仕　支援アドバイザー委員長 　中村　康博（牛久）

ロータリー財団担当カウンセラー兼総括委員長　山崎　清司（古河東）

　未来の夢計画が2013年７月から全世界一斉に始まりました。
　では夢計画とは一体何でしょうか。
　夢計画とは新しい３つの補助金システム（地区補助金・グローバル補助金・パッケ
ージグラント）を使用して持続可能な６つの重点分野に３万ドル以上大きなお金を投
資して大型のプロジュクトを行おうというものです。大きなお金で深い井戸を掘れば、
豊富で清潔な水が確保でき、多くの人々に長期間、恩恵を与えることができます。
　今回の夢計画で地区補助金が、DDF（地区財団活動資金・我々の地区で使えるお金）

の50%まで使用可能になりました。
　これによってスマイル予算が小額の少人数クラブにも、大きな補助金が支給できるようになりました。奉仕
活動が消極的になるとロータリーの存在感が埋没してしまいます。積極的な奉仕活動が地域の活性化、クラブ
の強化、ロータリーの公共イメージと認知度の向上につながります。各クラブともこの補助金の有効利用で地
域奉仕に貢献してください。

ロータリー財団　ポリオ・プラス委員長　山﨑雄一郎（水戸南）
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　いよいよ、未来の夢計画の最初の実施年度を迎えました。
　新しい制度では、地区補助金の使用について地区の裁量が大きく拡がり、また、
その予算規模も従来の倍以上となっています。また、グローバル補助金も、プロジ
ェクトの予算規模が３万ドルを超えるようになりました。そうしたこともあり、今
年度から、地区財団委員会のもとに、財団資金管理委員会が置かれました。当委員
会は、補助金の適切な管理を徹底するほか、補助金管理セミナーの実施を支援し、
補助金等の悪用や不正を防止するための委員会です。皆様の寄付が適正かつ有効に

活用され、地域や世界の様々な人々の生活等を改善し、更にはロータリーの公共イメージが一層高まるよう、
微力ながら貢献したいと考えております。
　新しい制度であるが故に、実際の作業等を進めていく中で、新しい問題や疑問も生じるだろうと思います。
更に勉強しながら、その成果を各クラブ、各会員の皆様と共有できればと考えております。皆様のご理解ご協
力をお願い申し上げます。

　2013－2014年度地区ロータリー財団資金推進委員長を仰せ付けられました古河Ｒ
Ｃより出向しています植竹清治です。
　さて、「未来の夢計画」も長谷川年度から現実となりＤＤＦ（地区財団活動資金）
とし寄付年度より三年後に皆様から頂いた寄付金、「年次寄付金＋運用利益金分」と

「べネファクター（恒久基金）の運用利益分」をプラスした50％が地区に戻ります。
ＤＤＦの50％は多種の奉仕活動資金としてクラブで補助金を申請して地区の配慮で
支給されます。

　このように、財団寄付金は身近な奉仕活動資金です。会員一人一人が財団寄付の使途をご理解して頂き、納
得のいく寄付をお願いいたします。また、ロータリー財団寄付金は、税制上の優遇措置が適用されます。

2013-2014年度、国際ロータリー第2820地区 長谷川國雄ガバナー　財団目標金額
年次寄付　130ドル／1人、ポリオ寄付　20ドル／1人、ベネファクター　1,000ドル／1人（クラブ1名以上）

　2013～2014年度　地区補助金小委員長を仰せつかりました下館RCの百
どう

目
め

鬼
き

博行
でございます。
　7月1日から、いよいよロータリーの新補助金モデル『未来の夢計画』がスタート
致しました。この新モデルの下、計画年度である前年度には、地区内58クラブ中51
クラブから地元や海外での人道的奉仕活動計画に基づき新しい地区補助金の申請を受
理、国際ロータリー財団から全件承認をいただきました。

　今年度はその計画の実施年度となります。計画に沿って補助金の適切なご活用をお願いいたします。加えて
今年度は次年度の計画年度でもあります。前年度同様、地区委員による出前卓話の実施、各種研修会、IM等
の機会をいただきまして新補助金制度の理解促進を図る所存です。地域におけるロータリーの公共イメージ向
上策の一助として地区補助金の有効活用を期待しております。

今年の抱負

ロータリー財団寄付金について

地区補助金小委員長としての抱負

ロータリー財団　資金管理委員長　佐谷　道浩（古河東）

ロータリー財団　資金推進委員長　植竹　清治（古河）

ロータリー財団　地区補助金委員長　百目鬼博行（下館）
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　長谷川ガバナー年度、米山記念奨学会総括委員長を務めさせて頂きます、水戸南ロータリー
クラブの島根昌明でございます。地区は２年間の経験で未熟者でございますが、今年度は前久
野総括委員長に特別に委員として残って頂きまして、委員会活動を進めて参りますので宜しく
お願い申し上げます。
　今年度の米山記念奨学生国籍別支援人数は、中国13名、韓国２名、台湾１名、ベトナム３名、
マレーシア１名、インドネシア１名、モンゴル１名、ウクライナ１名、ネパール１名、ドイツ１名、
パキスタン１名、男15名、女11名の合計26名の支援でスタート致しました。クラブ会長エレ
クト研修セミナー（Ｐ.Ｅ.Ｔ.Ｓ）や地区協議会でご案内させて頂きました今年度地区目標は、

クラブ寄付（普通寄付）・クラブ会員人数×５千円、特別寄付・会員お一人当たり２万円以上のお願いをご案内させて頂き
ました。何度も寄付金のお願いで大変申し訳ございませんが何卒よろしくお願い申し上げます。
　そしてこの１年間の委員会活動の中でクラブ米山委員長・カウンセラーの皆様のご意見を頂く機会を出来るだけ多く作り
たいと考えております。米山奨学生と接しての世話事例・奨学生の世話等されていないクラブからの米山記念奨学生へのご
意見などを頂ければと考えております。
　私自身が経験不足ではございますが、米山記念奨学生の未来へ繋げていきたいと考えておりますので、皆様のご理解、ご
支援、ご協力をよろしくお願い申し上げます。

　本年度、島根総括委員長のもとで、寄付増進委員長を担当することになりました。
各クラブの会長殿、幹事殿、米山記念奨学委員会委員長殿、米山カウンセラー殿、を
はじめ各会員の皆様がたに大変お世話になりますが、ご理解ご協力を心からお願い申
し上げます。
　当地区では、学友会の活動も、崔会長を中心にしまして積極的に行っております。
米山記念館の訪問も奨学生全員が参加いたしました。これからの１年間、各クラブに

おきまして、例会や活動を通して交流を深めていただきたいと思います。
　本年度、長谷川ガバナーは、地区の基本方針として、米山普通寄付、１人当たり5,000円、同特別寄付
20,000円以上をお願いしております。会員の貴重な寄付金が米山記念奨学会を発展させ、終了した奨学生が
日本との架け橋になってくれることを願ってやみません。１年間、どうぞ宜しくお願いいたします。

　2013年～2014年、米山奨学会学友委員長を担当することになりました高萩ロータ
リークラブの上田です。宜しくお願いいたします。
　米山奨学会は「人を育て、世界に尽くす」ことを最大の目標にしています。
　本年度、当地区では27名奨学生を受け入れましたが、国籍も11ヶ国と多くなりま
した。出来るだけ多くの国からの留学生を支援したいと願っています。
　彼等が米山奨学事業について深い認識を示し、日本という国をきちんと理解し、将

来、日本と母国との友好の懸け橋になってもらうことが学友会の重要な活動であります。留学生たちの日本で
の生活や研究活動がより充実したものになるような支援活動や、留学生同志の友情を深めるための事業を行っ
ていきたいと存じます。
　島根総括委員長、米山地区委員のみなさまの協力を得て責務を果たしていきたいと思います。又各クラブの
米山委員長、カウンセラー、ロータリアンの皆様のご指導、ご支援宜しくお願いいたします。

米山記念奨学会総括委員長としての抱負

本年度の抱負

学友委員長抱負

米山記念奨学会総括委員長　島根　昌明（水戸南）

米山記念奨学会　寄付増進委員長　逆井　光雄（岩井）

米山記念奨学会　学友委員長　上田　良三（高萩）
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　2013年5月17日～18日、天気にも恵まれた五月
晴れに、当日早朝に出発し、新幹線で広島の地に降
りました。
　今回のこの平和フォーラムは、田中作次ＲＩ会長
の下、世界で3回国際フォーラムが開催されたフィ
ナーレを飾る大会でした。田中作次ＲＩ会長が求め
る「奉仕を通して平和を」のスローガンを更に一歩
進めて、「平和はあなたから始まる」というロータ
リアンとしての使命を感じさせられるテーマになっ
たフォーラムになりました。
　大きく全体をとらえれば、それは「ロータリーの
奉仕と世界平和の構築と青少年の育成」だったよう
に受け取りました。

１．世界平和という漠然とした概念では無く、一人
一人がなせる親睦から始まり、最終的に組織と
して達成できる大きな平和貢献までを、政治体

制や歴史認識を乗り越えたロータリーの理念と
目的に基き、ロータリーの奉仕をしていこう！

２．文化や教育や医療などに深い慈悲と友愛の心で、
超我の奉仕を実行すれば、いがみ合う隣国でも
必ず人の心に友情が芽生え、平和を築くことが
出来るものだ！

３．青少年の育成は特に大切で、友情・慈愛・奉仕
の精神を、積み重ねてお互いを理解し、未来へ
の信頼を築き上げよう！

　この広島の平和フォーラムには、次期ＲＩ会長
のロンD．バートンさんもいらして、次なるテーマ

「ENGAGE ROTARY　 CHANGE LIVES　（ロー
タリーを実践し　みんなに豊かな人生を）」を掲げ、
ロータリアンの奉仕の実践と行為が、我々ロータリ
アンとその周りの人々まで人生を豊かにし平和な心
を作り上げることが出来ると、私たちにその行動を
改めて促されました。
　晴れ渡る広島の空へ、私たちの願いと決意を込め
た白いハト（環境に配慮したエコプラスティックの
鳩の風船）をみんなで空高く放ち、ロータリアン一
人一人がロータリアンたる行動のその価値とその重
要性を心にとどめた、素晴らしい広島訪問となりま
した。

　長谷川國雄ガバナーのこのガバナー月信８月号
で、こうして次なる大きな行動目標を皆様と共有し、
さらに其々のクラブに持ち帰って話し合い、この年
度の新しい活力の基礎になれば幸いと思いながら、
私のご報告とさせて頂きます。

野堀　喜作

国際ロータリー第2820地区
直前ガバナー

Rotary Global Peace Forum Hiroshimaに参加して

（つくば学園）

「ロータリーの奉仕を通して世界の平和を築いていきましょう！」
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August 2013

　去る6月7日（金）、当クラブ例会場水戸プラザホ
テルにおいて、創立40周年記念式典を第2820地区
野堀喜作ガバナーはじめ、多くの地区内ロータリー
の関係者、そして、姉妹クラブ清州西原RC、更に
本日友好クラブを結びましたタイ国シーロムRCの
皆様をお迎えして開催いたしました。また、ご来賓
として、橋本県知事、高橋水戸市長にもご臨席を頂
きました。
　式典におきましては、点鐘に続き、関係者並びに
ご来賓の方々のあいさつに始まり、記念事業の報告

と目録の贈呈、関係者への記念品贈呈を行った後、
友好クラブ調印式を結び、閉会の点鐘、最後に参加
者全員で記念撮影を行い、祝宴へと移りました。そ
の中で行われた、ジャズヴィブラフォン奏者として
高名な浜田均さんを中心とした4人による演奏に酔
いしれながら終宴となりました。
　最後に当日ご出席頂きました皆様に、感謝申し上
げますとともに、2013-2014年度、当クラブより
輩出されます長谷川ガバナーへのご支援ご協力をよ
ろしくお願い致します。

久保田啓藏
実行委員長

水戸南RC40周年記念式典　

（水戸南）

1

2

3 4 5

6

①② 記念式典にて
ー記念事業ー

③④ 時計塔寄贈式
⑤ ミニバスケットボール大会
⑥ タイ浄水器贈呈式
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　６月23日から26日までの４日間、ポルトガルの
リスボンで、「平和の港、リスボン」をテーマとし
て2013年ロータリー国際大会が開かれました。大
会の会場は、1998年にヴァスコ・ダ・ガマのイン
ド航路発見500周年を記念して国際博覧会が開催さ
れた際に、新たに整備された地域にあり、石畳の美
しい旧市街地や世界遺産の街並みとは対照的に、近
代的な雰囲気のただよう大変に立派な施設でした。
　かつて大航海時代に世界へと赴いた拠点であるリ
スボンに、この大会の時は世界の各国から多くのロ
ータリアンが集い、大会開会の国旗入場では225の
国や地域の旗が掲げられました。そして、何よりも
田中作次ＲＩ会長の下で開催された国際大会という
ことから、日本からも多くのロータリアンが参加し
ました。日本との歴史的な関わりは古く、ポルトガ
ル語を語源とする言葉も数多いとはいえ、乗り継ぎ
の時間も加えると日本からは17時間から20時間を
要する遠方の都市に、ここは日本の観光地かと思う
程に多くの日本のロータリアンがあふれていて、道
をあるいていると知人に出会うことすらありまし
た。勿論第2820地区からも大変多くのロータリア
ンが参加されたことはいうまでもありません。　
　大会では、田中作次ＲＩ会長が講演をされ昭和天
皇の終戦の玉音放送を聞かれた少年時代から、ロー

タリーを通じて平和と奉仕の関係を意識するように
なるまでを語られ、その中で日本が終戦を契機とし
て、戦争に勝つための総動員から、再建に向け「平
和」という日本の新しい固有性（アイデンティティ）
に向けて動きだしたことと、ロータリーの奉仕とは
自分のクラブ内だけに限定されるものではなく、私
たちロータリアンが人々のために行うことは、全て
よりよい世界の実現に繋がるということを熱く語ら
れていました。
　また、大会初日の23日（日）の夜にはリスボン
市内のSana Maloa Hotelで茨城ナイトが開催され
ました。私は行事参加の関係から欠席となりました
が野堀喜作ガバナーを始めロータリアンとそのご家
族約40名の参加者を得てなごやかな雰囲気の中、
参加された皆様の友情を深めることができたと伺っ
ています。
　ところで、私は、閉会本会議に参加をしまして、
日本には６月28日（金）に帰国の予定でしたが、
現地でのストのために足止めとなりました。当初は
２日程度で収まって帰国できるのではと期待してい

２０１３年ロータリー国際大会に参加して

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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２０１３年ロータリー国際大会に参加して

たのですが、結局帰国できたのは７月２日（火）で
した。
　私はこれまでも、多くの国際大会に参加させてい
ただいてきましたが、このようなこともあり、また
私がオンツ－コンベンションを勤めさせていただい
たということもあって、リスボンという都市とここ

で開かれた2013年ロータリー国際大会は、傘寿の
年の思い出とともに、生涯忘れることのできないも
のとなると思います。
　そして来年はオーストラリアで皆様とお会いでき
ることを楽しみにしております。

◦● 茨城ナイトにて ●◦
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国際奉仕委員会活動報告

　本格的な夏の到来の中で長谷川年度が開始され、地区
関係者そして各ＲＣの新たな活動に大きな期待が寄せら
れています。
　こうした中、本委員会の今年度の初活動として、相互
に友好的交流を続けているフィリピンの第3810地区（マ
ニラ市及び周辺地区）で開催されたガバナー就任式（７
月６日）及びタイの第3350地区（バンコク市及び周辺
地区）のパツムワンＲＣ創立30周年記念式典（７月７日）
の双方の行事に参加してきました。
　廣瀬昭雄カウンセラー、池田正純総括委員長を先頭に、
歯科医療奉仕及び委員会関係者７名による訪問でした。
　第3810地区においては日系人女性のカレンＬ．タマ
ヨ氏が新たなガバナーに就任し、地区内90ＲＣの会員
を主に１千名にも及ぶ関係者が一堂に会した大きな祝賀
会で、同地区に支援活動を行っている下館紫水ＲＣの会
員も参加し、豪華な宴が深夜にまで及ぶ活気に満ちた式
典でありました。
　また、第3350地区においても会場を昨年開催された
ＲＩ国際大会と同じくして、地区内外の関係者総勢500

名以上が参加した華やかで友好的な雰囲気に包まれた素
晴らしい記念大会でありました。本地区からは片岡信彦、
佐藤衛、廣瀬昭雄、大木勲の各ＰＧ、そして藤居彰一Ｇ
Ｅの役員をはじめ、交流を重ねる地区内の多くのＲＣか
ら50名ほどが参加して双方の交流の深さを示し、式典
の挙行に華を添えました。
　二つの式典に参加し多くのロータリアンに接して得た
印象は、両国のロータリアンの当地区に対する信頼と友
情、そして相互協力による奉仕活動への期待の大きさで
ありました。またロータリーを心から楽しむ姿、国際奉
仕と交流の在り方、継続の重要性を学び、今後の進め方
の参考にしたいと感じました。
この訪問の詳細については、本委員会の研究会などの機
会に報告し、各ＲＣそして各々のロータリアンの積極的
な国際奉仕活動への取組みの参考に役立つことを願って
います。
　今後の共の発展を願い、活動の一端の報告といたしま
す。

中村　澄夫

国際奉仕委員会
国際交流共同委員長

（東海那珂）

タマヨ ガバナーの就任式

マッチングクラントの報告

ビチャイ　ラタクル　P・RI会長を囲んで

パツムワンRCの記念祝賀会
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　2013-14年度会長賞は、会員増強を推進
し、ロータリー財団を通じた人道的奉仕を充
実させ、ロータリー・ファミリーを通じたネ
ットワークを強めるさまざまな活動を実施し
たクラブを表彰するための賞です。会長賞の
資格となる活動を行うことで、世界34,000
以上のロータリー・クラブとともにロータリ
ーの長期的な戦略目標の達成に寄与し、活動
の効果を一層高めることができます。

手続き
　クラブの今年度の活動成果を評価するた
め、以下の書式にご記入ください。クラブが
会長賞の資格を満たすには、3つの必須項目
を満たし、さらに各カテゴリーからさらに3
つの項目を達成または完了することが条件と
なります。また、必須項目のほかに各カテゴ
リーで4つの項目を達成または完了したクラ
ブは、特別会長賞を受賞する資格がありま
す。特記されていない限り、すべての活動は
2013-14年度7月1日から3月31日までの間
に実施し、完了しなければなりません。
　クラブが本書式に記入後、3月31日までに、
地区ガバナーに送付してください（国際ロー
タリーに直接送付しないようお願いいたしま

す）。国際ロータリーに直接送付された書式
は受賞の対象となりません。
　地区ガバナーは、クラブから書式を受理後、
会長賞の資格を満たしたクラブ名を4月15日
までに「会員アクセス」からオンラインでご
提出ください。

会員増強の推進
必須項目
　入会希望者を増やし、会員を維持すること
により、7月1日から3月1日までの間に、会
員を少なくとも1名純増させる。 

そのほかの活動項目
□ロータリークラブ・セントラルを使って、

2013-14年度の会員増強目標を提出する 
□新会員の歓迎プログラムと個人指導（メン

ター）プログラムを開始する（またはその
内容を新しくする） 

□クラブに十分に反映されていない地域人
口（性別、年齢、職業、民族など）の新会
員を少なくとも2名入会させることによっ
て、会員基盤を幅広いものとする 

□会員の参加に関する調査を実施し、会員維
持率を最低85％に維持するための変更を
取り入れる 

ロン D. バートン
2013-2014年度　国際ロータリー会長

2013-2014年度

会 長 賞
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□全会員のための指導力育成プログラムを導
入する 1。もしくは、指導力育成に関する
クラブの年次目標を達成するために、各会
員に指導的役職か、クラブ委員会（小委員
会）またはプロジェクト企画の役割を割り
当てる 

□全会員が奉仕活動とクラブの親睦活動に少
なくとも1回ずつ参加することによって、
会員の参加を促進する 

□専門職業人のネットワークづくりの行事を
少なくとも1回主催し、クラブ会員が地元
の専門職業人と会い、ロータリーを紹介で
きる機会を設ける 

□クラブと関わりのある学友との連絡やつな
がりを築くためのプログラムを開始する、
またはロータリー・プログラムの元参加者
や財団学友を少なくとも1名入会させる

クラブは、上記セクションの活動項目（必須
項目を除く）をいくつ完了または達成しまし
たか。
－（最低３項目、特別会長賞の場合は４項目）

ロータリー財団を通じた人道的奉仕
の充実
必須項目
　地元または海外で、少なくとも1つのロー
タリー重点分野に関連する奉仕プロジェクト
に参加する 2。 

◦平和と紛争予防／紛争解決 
◦疾病予防と治療 
◦水と衛生 
◦母子の健康 
◦基本的教育と識字率向上 
◦経済と地域社会の発展 

そのほかの活動項目
□ロータリークラブ・セントラルを使って、

2013-14年度のロータリー財団寄付目標
を提出する 

□地域での募金活動を通じてポリオ撲滅を支
援する。または、ポリオ撲滅へのロータリ
ーの貢献について地域の人々に伝える認識
向上キャンペーンを実施する 

□ロータリー財団年次基金寄付への参加率が
100％となる（金額を問わず、すべての正会
員が寄付をする） 3 

□ロータリー財団年次基金へのクラブの寄付
額が、一人あたり平均100米ドル以上とな
る 

□恒久基金への寄付または遺贈を行って、将
来のロータリー財団を支援する 

□少なくとも10パーセントのクラブ会員が、
ロータリーの自動定期寄付の設定を行う 

□グローバル補助金またはパッケージ・グラ
ントを使ったプロジェクトに参加する 

□ロータリー平和フェローを推薦する。また
は、ロータリー平和フェローを支援するほ
かのクラブを援助する 

クラブは、上記セクションの活動項目（必須
項目を除く）をいくつ完了または達成しまし
たか。
－（最低３項目、特別会長賞の場合は４項目）

ロータリー・ファミリーを通じた
ネットワークの強化
必須項目（以下のいずれか、または両方を達
成する ） * 

◦すべてのクラブ会員とその家族が参加す
る親睦活動または奉仕活動を少なくとも
１回行う 

◦地元地域の奉仕プロジェクトにおいて、
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ロータリー以外の団体と協力する 

そのほかの活動項目
□地域の人々に知ってもらえるようなクラブ

独自の活動は何かを考え、その活動にロー
タリアン以外の地元の人々にも参加しても
らう 

□ロータリー・ショーケースなどのソーシャ
ルメディアを活用して、定期的にクラブの
活動を紹介し、公共イメージを高め、会員
候補者を勧誘する 

□以下の中から少なくとも1つの項目を実施
することによって、ロータリー独自の職業
奉仕への献身を強調する 4 

◦ロータリアン以外の地域の人々を対象
に、キャリア相談または職業研修プログ
ラムを立ち上げる 

◦職場での高い倫理基準に関する討論会や
ワークショップを主催し、ロータリアン
以外の地元のビジネス・リーダーを招待
する 

◦クラブ会員が若者を職場に招き、就職機
会について情報を提供するキャリアデー
を主催する

□以下の中から少なくとも1つの項目を実施
することによって、新世代プログラムを支
援する 
◦新しいローターアクト・クラブまたはイ

ンターアクト・クラブを提唱するか、既
存クラブを支援する 

◦地域内のローターアクターに対して個人
指導役（メンター）となるロータリアン
を付ける 

◦インターアクト・クラブまたはローター
アクト・クラブとともに、合同プロジェ
クトを実施する 

◦ロータリー青少年指導者養成プログラム

（RYLA）に参加者を派遣する 
◦少なくとも1名の青少年交換学生を派遣

または受け入れる 
□ロータリー青少年プログラムの元参加者と

財団学友のためのネットワークづくりのイ
ベントを主催するか、これらの若者を例会
に招いたり、卓話をしてもらう 

□少なくとも5パーセントのクラブ会員がロ
ータリー親睦活動グループまたはロータリ
アン行動グループに入会し、同じ関心を持
つ世界中の人々と交流する 

□新しいロータリー地域社会共同隊（RCC）
を提唱するか、既存のRCCを支援する

クラブは、上記セクションの活動項目（必須
項目を除く）をいくつ完了または達成しまし
たか。 ＊
－（最低３項目、特別会長賞の場合は４項目）

＊２つの必須項目の両方を達成した場合は、そのうちの
１項目をそのほかの活動項目として数えることができ
ます。

ロータリー・クラブ名

クラブ会長

１ 指導力育成：プログラムを始めるための手引き（250-
JA）をご参照ください。

２ ロータリーの重点分野ガイド（965-JA）が参考とな
ります。

３ EREYクラブ・サクセス・キット（958-JA）を参考
資料としてご活用ください。

４ 職業奉仕入門（255-JA）を参考資料としてご活用く
ださい。

記入漏れがないことをお確かめの上、３月31日
までに地区ガバナーにご提出ください。
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文 庫 通 信　vol.310
　「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。

「ロータリーの資料」より

◎「『リーダーシップ』について」
　  深川純一　2013　13p
　  （D.2760地区大会記録誌）

◎「古澤丈作・米山梅吉・和田菊松に関する三
　題話」

　  神崎正陳　2013　5p（D.2550月信）　　

◎「ロータリーの初心を訪ねて」
　  安平和彦　2013　16p
　  （D.2680西播第2グループIM報告書）

◎「元気なクラブになるために
　　（会員増強・維持）」　
　  桑原茂　〔2013〕9p　
　  （D.2500地区大会報告書）

◎「決議23－34」
　  鈴木宏　2013　6p（D.2550月信）
◎「ロータリーの楽しみ方」
　  髙野孫左ヱ門　2013　1p
　  （D.2620月信）

◎「クラブ活性化の戦略計画」
　  山下皓三　2013　2p
　  （D.2730月信）

◎「和訳『ロータリーの綱領』が変わります」
　  木村大三郎　2013　2p
　  （D.2670月信）

◎「米山梅吉と５人の群像」
　  宮崎幸雄　2013　3p
　  （米山梅吉記念館館報）

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160号
2013年7月12日発行

ハイライトよねやま159号
2013年6月13日発行

＊＊今月のトピックス＊＊
１．寄付金速報 ―今年度の送金はお早めに！―
２．理事会開催報告
３．留学生の就職相談会を開催
　　 ― 東京米山友愛RC ―
４．優秀米山学友賞表彰式 
　　―よねやま親善大使が誕生―
５．ロータリー世界平和フォーラムで米山をPR！
▼全文は、こちらよりご覧ください。
　http://www.rotary-yoneyama.or.jp/
　summary/pdf/highlight159_pdf.pdf

＊＊今月のトピックス＊＊
１．2012-13年度寄付金結果 
　　― ご協力に感謝します ―
２．7月1日より岩邉新事務局長が就任
３．第2回地区米山奨学委員長セミナーを開催
４．中国学友会総会 出席報告
▼全文は、こちらよりご覧ください。
　http://www.rotary-yoneyama.or.jp/
　summary/pdf/highlight160_pdf.pdf
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地 区 年 間 予 定 表

2013年7月～2014年6月
月 日（曜日） 　地区の予定

 7 月

13日（土） 　青少年奉仕研究会
15日（月・祝） 　ロータリー財団研究会

20日（土） 　職業奉仕・社会奉仕合同研究会
21日（日） 　米山合同セミナー

 8 月
 4 日（日） 　国際奉仕研究会
10日（土） 　クラブ奉仕研究会
25日（日） 　第1回会長・幹事会

 9 月

10月
13日（日） 　第19回親善野球大会

19日（土）～20日（日） 　ライラセミナー
11月
12月  ８ 日（日） 　ロータリー財団・国際奉仕合同セミナー

 1 月
12日（日）～18日（土） 　国際協議会

18日（土） 　第6分区IM
25日（土） 　第1分区IM

 2 月

 1 日（土） 　第4分区IM
 9 日（日） 　第2分区IM
15日（土） 　ローターアクト地区大会
16日（日） 　第7分区IM
22日（土） 　第5分区IM
23日（日） 　第8分区IM

 3 月  2 日（日） 　第3分区IM
 4 月  5 日（土）～ 6 日（日） 　地区大会　第2回会長・幹事会
 5 月
 6 月  1 日（日）～ 4 日（水） 　国際大会（シドニー）

※公式訪問を除き記載（2013年7月現在）



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

今月のスケジュール（７月）

公式訪問（８月）
８月１日㈭　筑西きぬ
８月５日㈪　藤代
８月７日㈬　東海那珂
８月８日㈭　鹿島中央
８月20日㈫　古河東
８月21日㈬　古河中央
８月22日㈭　土浦
８月27日㈫　日立南
８月28日㈬　高萩

８月のロータリーレートは１ドル100円です。

＊掲載記事の募集について
ガバナー月信に掲載する記事を募集してい
ます。奉仕活動や親睦活動の内容などを写
真を添えてご報告ください。必ず、担当連
絡先を明記してください。

＊地区親睦野球大会のお知らせ
第19回親善野球大会を10月13日（日）水
戸市総合運動公園で開催いたします。詳細
は後日広報いたしますので、ぜひご参加く
ださい。

お 知 ら せ

ロータリーレート

８月 ４日㈰ 国際奉仕研究会
（ホテルマロウド筑波）

８月10日㈯ クラブ奉仕研究会
（三の丸ホテル）

８月25日㈰ 第１回会長・幹事会
（水戸プラザホテル）

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25年7月３日（水）茨城新聞 掲載

平成25年7月17日（水）茨城新聞 掲載

平成25年7月10日（水）茨城新聞 掲載


