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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

ロータリー
家族月間

　大洗町にある高さ60mの大洗マリンタワー。昭和60年に開設された臨海タワーですが、55mの展
望台からは、鹿嶋神栖のコンビナートにつながる鹿島灘を一望できます。
　この大洗町を舞台とした、テレビアニメ「ガールズ＆パンツァー」が最近になって大ブレイク。

（主人公となる女子高校生達が、第二次世界大戦の頃のクラシカル車両を使って「戦車ゴッコ」をす
るという架空のストーリー）
　週末には、マリンタワーを中心とした商業施設や公園の集積する地域は、そのアニメの聖地である

「大洗」を詣でるため、全国から集まってきた若者たちで溢れかえっています。
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RI第2820地区ガバナーメッセージ

　早いもので７月から始まった2013-2014
年度も上半期最後の月となり、公式訪問もあ
と数クラブを残すのみとなりました。これま
で訪問させていただいたクラブの皆様に心か
ら感謝申し上げます。
　さて、12月は家族月間です。この月間は
1995-1996年度国際ロータリー会長、ハー
バード・ブランク氏が「世界平和は地域家族
から始まる」という考え方を表明し、国際ロ
ータリー理事会がこれを承認したことに端を
発しています。
　ロータリーでは「ロータリー家族（Family 
of Rotary）」という表現を用いますが、こ
こでの家族は自分の家の家族にとどまらず、
自分のクラブを含む全てのロータリークラブ
の会員・元会員とその配偶者をはじめとする
家族、インターアクターやローターアクター、
米山奨学生、青少年交換学生、ロータリー財
団奨学生などの若い人たちや、ロータリーと
かかわりのあるあらゆる人々を「家族」とし
ています。ここには奉仕の輪がロータリーに
関係するすべての人たちをつなぎ、「家族」
としてロータリーの喜びをともに分かち合お
うという思いがあります。
　今年度のRI会長賞には「ロータリーファミ
リーを通じたネットワークの強化」という項
目が設けられており、この必須項目に①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②地

元地域の奉仕プロジェクトにおいて、ロータ
リー以外の団体と協力するが掲げられ、この
うちいずれか、あるいは両方を達成すること
と、その他このカテゴリーから３つの選択項
目（①と②両方を達成した場合には２つ）を
実施することが求められています。
　公式訪問の際にも申し上げましたが、すで
に家族親睦例会を実施されているクラブにお
かれては今後ともこれを実施していただき、
これまで実施されていないクラブにおかれて
は是非とも企画し実施していただければあり
がたいことと思います。また、併せて地元の
方に参加してもらえる活動、地域の人々を対
象とした職業相談・研修などのプログラム、
新世代プロクラムの支援を行っていただくこ
とで、RI会長賞の一つのカテゴリーが達成
できますし、殆どのクラブでは無意識にこれ
らの項目を実施されているかと思います。
　RI会長賞への挑戦と家族月間での活動は、
ロータリアンの皆様とロータリーファミリー
との関わりを考えながら、これをより強い絆
としていく上で大変に意義のあることと思わ
れます。そして、何より、今年度のRIテー
マである「ロータリーを実践し　みんなに豊
かな人生を」の実現にも繋がるものです。ど
うか皆様のクラブにおかれましても、この月
間を実りあるものとしていただきますよう心
より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）

～ロータリー家族月間によせて～
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第12回日韓親善会議報告

　去る10月19、20日、“ロータリー日韓親
善会議を通じて未来の平和”とのテーマを掲
げ、両国約1000人（日本400人強）のロー
タリアンが参加して、ソウルにて盛大に開催
されました。31年前の第１回から、今回で
12回を迎えた訳であります。この間に両国
ロータリアンが善意と友情をより厚くし、数
多くの成果を得ましたことはいうまでもない
事実であります。
　韓国も日本も経済的には克服すべき課題を
抱えております。しかしながら世界に眼を向
けますと、私たちとは比較にならぬ悲惨きわ
まる人々がたくさんおります。
　私たちはこの人たちを救わねばなりませ
ん。ロータリーは今やポリオでの活躍でも世
界中から感謝されております。これをさらに
進めねばなりません。
　「ロータリーを実践し、みんなに豊かな人
生を」「奉仕を通じて平和を」を力強く実践
していくには私たちにはパワーが必要であ
り、そのパワーは１国より２国が協力したほ
うがかなり強くなります。
　韓国と日本は将来どんな局面に遭遇しよう

第2820地区からの参加者（順不同・敬称略）
日韓親善会議委員・パストガバナー／萩原亢雄（しもだて紫水）・萩原幸子、パストガバナー／
山崎清司（古河東）、ガバナーエレクト／藤居彰一（日立）、地区資金委員／武士洋一（日立）、
村山潤一（北茨城）、篠原裕治（北茨城）、迫祥三郎（北茨城）、西山照次（北茨城）、平賀としえ

（北茨城）、椿真理（北茨城）、菅野しのぶ（北茨城）、海老原秀幸（岩井）、倉持萬吉（岩井）、
染谷勇（岩井）、張替貞夫（岩井）、諏訪哲也（下館）、奥沢裕二（下館）、神山芳子（下館）、根
本祐一（下妻）、栗崎浩（下妻）、江田治雄（下妻）、笠倉勉（しもだて紫水）、小倉重則（しも
だて紫水）、金子徳善（岩瀬）、石原且久（岩瀬）。

と我慢、辛抱が必要な時は逃げることなく耐
えるべきです。これさえできれば、両国の将
来は素晴らしくなるでしょう。
　次回は日本で開催される予定です。2820
地区たくさんのロータリアンのご参会をお願
いして報告といたします。

萩原　亢雄（しもだて紫水）

ロータリー日韓親善会議委員
パストガバナー
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第34回ライラセミナー報告

　平成25年10月19日（土）～20日（日）、
古河市ネーブルパーク平成館において第34
回ライラセミナーが開催されました。今年度
はテーマを ｢挑戦（Challenge）」とし充実
した２日間の研修会になりました。
　１日目は、９：30よりホストクラブであ
る古河RCの川島栄会長と古河東RCの三田
浩一会長にご参列いただき立派な開講式を行
うことができました。
　日程説明の後、「出会いのオリエンテーシ
ョン」が作山吉永講師（高萩RC）により行
われました。偶然の出会いゲームによってグ
ループを見事に作っていきます。その結果、
今回は７つのグループができました。13：00
からは、同じくホストクラブである古河中
央RCの関根一彦会長のごあいさつの後、茨
城県弁護士会会長の佐谷道浩講師（古河東
RC）による「挑戦するってどういうことだ
ろう～弁護士としての経験から～」と題して
基調講演を行っていただきました。休憩をは
さんで、今回初めての「挑戦」であるオリエ
ンテーリングを行いました。園内５カ所にク
イズが２問ずつ出題されているチェックポイ
ントを周ってゴールし、そのタイムを競う競
技です。各グループとも楽しく且つ、各グル
ープの特徴が出るプログラムとなりました。
　夕食後は、明日のグループ発表に向けての
ディスカッションを行いました。グループに

よっては深夜まで話し合っているグループも
ありました。
　２日目は朝６：00に起床し、体操・朝食
後各グループに分かれ、急ピッチで資料作成
をしていました。11：00からグループ発表
を午前・午後にまたがって行いました。寸劇
まで登場して、盛り上がった発表となりまし
た。
　その結果、１日目のRYLAに関するクイズ
と研修態度等から３名の優秀研修生と、オリ
エンテーリングの着順と発表内容から最優秀
グループを選出しました。審査員先生方の評
価を聞くと、どのグループも、研修生も優秀
で優劣つけがたかったとおっしゃっていまし
た。続いて表彰式・閉講式を行い、第34回
ライラセミナーは終了しました。
　同日行った参加者に対するアンケートによ
ると満足感が高かったという結果を見て、ス
タッフとしても安堵しております。また、講
師の先生方、ガバナーをはじめ地区関係者、
ホストクラブのご協力と優秀なライラリアン
に恵まれたため、大成功となりました。
　今後は、もっと参加したロータリアンも楽
しめるライラに更に発展して欲しいと思いま
す。ありがとうございました。

軽部　守彦（下妻）

青少年奉仕
新世代並びにライラ委員長
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ガバナー公式訪問報告

　10月１日（火）、長谷川國雄地区ガバナー、
鶴田敦ガバナー補佐、それぞれセクレタリー
をお連れになりガバナー公式訪問が行われ
た。２週前には、ガバナー補佐がお見えにな
り事前協議を開催、つぶさにご指導いただき
ました。午前中は会長・副会長・幹事が地区
のお四方と事前協議会を開催し、現況報告書
を下にクラブの実体をご説明し、クラブの実
体をご理解いただいた。
　特に、20年前の発足当時35名だったクラ
ブが、現在、半分の17名。会員多くはクラ
ブ発足早々からの会員で、会長幹事経験者。
ロータリーを語り、ロータリーのこのところ
の変容を危惧しているクラブであり訪問下さ
る地区幹部にとっては手ごわいクラブでもあ
る。とはいえ、現在、クラブ運営費の面で、
数の減少から非常に困窮状態にあることもご
理解いただきました。
　この経済的困窮から抜け出し更なる元の活
性化を取り戻すため、ガバナーに「会員増強
４名」をお約束をしました。当日の出席率は
出席免除会員と瑕疵届会員を除いて、100％。
ニコニコボックスも「ガバナー歓迎」メッセ
ージを添えて出席会員全員が投函してくれま
した。
「卓話」長谷川ガバナー
　このクラブには地区活動でも親しくお付き
合いしているお二人の大御所がおられるの
で、恥をかきますので、ロータリーを深く説
くことをせずにお話をさせて頂きます。
　私は今年の１月14日から５日間、アメリ
カ・サンディエゴで日本から34名、総勢537
名のガバナーエレ
クトと一緒にガバ
ナー研修を受けて
参りました。田中
作次会長と日本国
国旗、米国旗とバ
ートン会長エレク

トの入場、感銘深い情景に興奮を覚え、また
やがて就任するガバナーの責任の重さを実感
しました。
◦2013-14年度テーマ「Change Rotary 

Change Lives」の捉え方、更に、エレクト、
ロン D. バートン会長のお人柄に沿えて、
次のことを説明なさった。

◦RI会長強調事項
１）未来の夢計画：ロータリーの新たな章

の始まり
２）歴史あるロータリーの素晴らしいとこ

ろを更に研磨
◦地区の会員数　６月末 2024人、７月１日

には1,999人と2,000人を割った。
◦公共イメージと認知度の向上
クラブ協議会：
　ガバナーの適格なコメントを戴きました。
１．会員増強こそ、このクラブの必須事項　
　　職業分類表の充填
２．地域社会への貢献と広報
３．親睦：大事なことだがロータリーの理解

者を増やす…家族の理解、地域の理解
ガバナ―との懇親会
　ご高齢ながら33年のロータリー歴からに
じみ出るお人柄から長谷川ロータリー年度へ
の意欲が伺えた。このご薫陶が引き続き、藤
居ガバナーエレクト、倉沢ガバナーノミニー
へ向けて地区の更なる発展を願い報告と致し
ます。

河野　裕行
ひたちなかロータリークラブ

　幹事　
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ガバナー公式訪問報告

　台風接近に伴う大雨の10月２日（水）、
2013-14年度国際ロータリー第2820地区長
谷川國雄ガバナーをはじめ、青柳廣則ガバナ
ー補佐、米森厚地区副幹事、海老澤正男分区
セクレタリーをお迎えして、ガバナー公式訪
問がつくば市のホテルグランド東雲を会場に
開催されました。
　当日は、ガバナーと役員の協議会、ガバナ
ー公式訪問例会、記念撮影、クラブ協議会、
最後にガバナーを囲んでの懇談会とプログラ
ムが進行しました。
　午前のガバナーと役員の協議会では、市村
文江会長より我がつくばシティクラブの活動
についての報告後、ガバナーをはじめ地区役
員の方々よりご指導をいただき、活発な質疑
応答を行うことができました。ガバナーの終
始優しいお心づかいにより和やかな雰囲気の
中、午後に向けての打ち合わせ等、午前のプ
ログラムを終了しました。
　例会のガバナーの卓話では、スライドを使
用してロン D. バートンRI会長が掲げた本年
度のロータリーテーマである「ロータリーを
実践し、みんなに豊かな人生を」をわかり易
く噛み砕いて解説いただきました。また、本
年度のRIの活動方針や、地区の活動方針も
お話しいただきました。
　午後のクラブ協議会では、各委員長より活
動報告の後、ガバナーより丁寧に親身なご指
導をいただき、特に五大奉仕委員会の報告で
は一委員会ごとにわかり易い解説ときめ細か

なご指導をいただきました。また、我がクラ
ブが現在推進中の友好クラブの締結事業につ
いても、ガバナーご自身の経験やコツ等、大
変有用な情報をお教えいただき、本事業の成
功に激励をいただきました。さらに協議会総
評で我がクラブの活発な活動と９月末会員純
増３名についてのお褒めをいただき、会員の
大変な励みになりましたことを申し添えます。
　懇談会は終始和やかに進行し、長谷川ガバ
ナーは会員一人ひとりに杯を傾けられ、会員
皆が協議会の達成感を得ながら楽しいひと時
を過ごすことが出来ました。
　今回のガバナー訪問を機に、クラブ会員が
一枚岩になり、市村年度のテーマである「よ
り親睦を深め活発な奉仕活動をしよう」の実
践に力を注ぐ所存です。
　最後に長谷川國雄ガバナーをはじめ、地区
役員の方、つくばシティロータリークラブ会
員の皆様のご健勝とご活躍を祈念し、長谷川
國雄ガバナー公式訪問報告とさせていただき
ます。

寺内　利恭
つくばシティロータリークラブ

　幹事　
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ガバナー公式訪問報告

　10月３日（木）長谷川ガバナー、日向野
ガバナー補佐、島根地区副幹事、根岸セクレ
タリーに下妻の地へお越し頂き公式訪問が行
われました。
　大宝八幡宮の例会場にてお迎えし、まず下
妻ロータリークラブ「未来の夢計画」事業、
主幹は社会奉仕委員会である「ほたるの里」
を見学していただく為、ビアスパークしもつ
まに向かいました。
　ガバナーは、林の中に流れる人工の小川や
池等を散策しながら、いくつかの質問をいた
だきました。優しくて穏やかな人柄がうかが
えた一時でした。
　その後、例会場に戻り、八幡宮の和室にて
役員との協議会を行いました。私は初めての
経験でしたので、大変緊張しましたが、ガバ
ナーの気さくな談話の配慮にて無事終わらせ
ることができました。
　次に、隣室の例会場に移動し、クラブ
メンバー一同と公式訪問例会が始まりま
した。卓話にて、長谷川ガバナーはロー
タリー綱領等にも触れましたがRI会長、
ロン D. バートン氏の掲げられたテーマ

「ロータリーを実践し、みんなに豊かな
人生を…」等をよく説明して頂き、特に
ポリオの撲滅については長年の目標が実
現に近づいていることを確認できまし
た。今年度掲げた６つの地区目標等も説

明いただき大変有意義な時間となりました。
　さらに午後２時からのクラブ協議会では各
委員長から事業計画の発表に対し、数回に分
けて適切なアドバイスを頂き、今後の活動に
向けて大変参考になりました。
　二部は、割烹八幡屋に移動して頂き「観月
会」と称してガバナー歓迎会と致しました。
古澤親睦委員長の計らいで輝く金色の月あ
り、酒あり、料理ありのなか、歌詠みが企画
され、風情ある時間のなかにて、ガバナー 
一同の皆様方とメンバーとのロータリー談
議、大変盛り上がり楽しい時間を過ごし無事
終了することができました。
　長谷川ガバナーと役員の皆様、何かと忙し
い日々が続くと思います。ご健康には十分留
意され、益々ご活躍されることを願い報告と
致します。ご指導ありがとうございました。

平塚　次夫
下妻ロータリークラブ

　幹事　
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ガバナー公式訪問報告

　10月７日（月）、長谷川國雄ガバナー、高
田地区副幹事、大塚ガバナー補佐、青木補佐
幹事を当クラブの例会場「甲子亭」にお迎え
して、３年ぶりの単独開催となるガバナー公
式訪問が行われました。
　午前中は、長谷川ガバナー御一行と、当ク
ラブ会長、会長エレクト、幹事、次年度幹事
に地区委員長を交えての協議会が始まり、長
谷川ガバナーがご参加された６月開催のリス
ボン国際大会にての、ストによる足止めや、
現地ロータリアン医師の適切な対応のエピソ
ードを交えた貴重なお話などを伺いながら、
和やかな雰囲気の懇談会となり、当クラブ運
営への適切なご指導・ご助言も頂きました。
　12時半より例会が始まり、昼食後のガバ
ナー卓話では、プロジェクターを用いられ、
カリフォルニア州サンディエゴで開催されま
した国際協議会の様子や、ロン D. バートン
RI会長の「ロータリーを実践し　みんなに
豊かな人生を」のテーマをはじめ、RI運営
目標４項目および2820地区方針等々を、分
かりやすく丁寧にお話いただき、牛久クラブ
会員一同、珍しく一人の居眠りも出ず、
熱心に拝聴することが出来ました。
　記念撮影後に、14時よりクラブ協議
会が中川会長の司会で開催され、各委員
長による事業計画の発表が行われ、なか
でも、社会奉仕委員長から発表された、
市内在住の独居高齢者に対しての、「救
急活動サポート用ペットボトル」の配布

支援事業についてや、青少年奉仕活動の一環
である「牛久RC杯学童野球大会」開催など
については、ガバナーとの熱心な質疑応答が
あり、大変有意義なご講評を頂きました。ま
た、会員増強委員長からは、「退会阻止」お
よび、「新会員３名増強」が宣言され、会長
をはじめ一丸となって、勧誘活動に邁進して
ゆく所存です。
　16時より、ガバナー歓迎懇親会が始まり、
午前中からの公式訪問にもかかわらず、長谷
川ガバナーはお疲れの顔ひとつ見せず、その
穏やかで気さくなお人柄に触れることがで
き、和やかな宴席となりました。高田地区副
幹事は、幼年期から中学生まで牛久在住であ
り、当クラブ会員と数十年ぶりに再会できた
とのことでした。また、大塚ガバナー補佐、
青木補佐幹事にも長時間ご同席いただき、大
変感謝いたしております。
　最後に、第2820地区の更なる発展と、長
谷川ガバナー年度のさらなる飛躍を御祈念申
し上げ、ガバナー公式訪問の報告とさせて頂
きます。

手賀　晴夫
牛久ロータリークラブ

　幹事　
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　台風の影響で二日間降り続いていた大雨
がやっと上がり、爽やかな朝を迎えた10月
８日（火）、長谷川國雄ガバナー、日向野陽
ガバナー補佐、水口二良地区幹事、及川譲地
区副幹事、川添康徳セクレタリーを、当クラ
ブの例会場ホテルニューつたやにお迎えをし
て、公式訪問が開催されました。ここ数年の
間、下館RCとの合同開催が続いていたこと
もあり、例会前の協議会の席は初め少々緊張
した雰囲気もありましたが、長谷川ガバナー
が何人かの人たちと歓談なされ出したころに
は、なぜかほっと一息つける和やかさをかも
し出しておりました。
　協議会では、当クラブ笠倉勉会長が熱く語
った今年度の会長方針であります「ロータリ
ーのイメージ向上」に対し、長谷川ガバナー
からは「ロータリーの活動をいかに詳しくわ
かりやすく周囲の方々に理解していただくか
が重要である。そして、私達ロータリアン自
身が活動に対しての関心を絶えずひきつける
ような対策を講じるべきだ。」とのご指摘をい
ただきました。当クラブが、地元紙である茨
城新聞に記事を掲載していることに関しては、
多大なるお褒めのお言葉を頂戴いたしました。
　12時30分からの例会のガバナ
ー卓話では、プロジェクターを使
い、国際協議会の様子をエピソー
ドを交えた柔らかな語り口でご説
明いただき、ガバナーの地区方針
もしっかりと語られました。
　例会終了後にはガバナーを囲ん

での記念撮影を行い、その後、14時よりク
ラブ協議会を開催し、長谷川ガバナーより詳
細にわたり丁寧なご指導をいただきました。
何より一番心に響きましたことは、ガバナー
が会員増強にいかに力を入れておられるかと
いうことでした。退会防止にあたり、当クラ
ブは平均年齢が50代であることもふまえて、

「夜の例会を増やせば若い人も出席しやすく
なるのでは」とのご指摘には、会員が納得の
表情でうなずく場面もありました。私は唯一
の女性会員として８年間を過ごして参りまし
たが、ガバナーの女性に対する深いご理解と
分け隔てのない優しい接し方には感動と尊敬
の念を抑える事ができませんでした。
　ホテル内の会場を移動しまして16時から
の懇親会は、ガバナーを囲んだ円卓から終始
笑い声が聞こえるなど、和やかな雰囲気の中
に終了いたしました。
　今日のガバナー公式訪問が、長谷川ガバナ
ー、日向野ガバナー補佐をはじめ、ご同行の
皆様と当クラブ会員全員とのロータリアンと
しての絆を強くしたことは大きな収穫であり
ました。どうぞこれからもご自愛なされてご
指導下さいませ。

中原　順子
しもだて紫水ロータリークラブ

　幹事　
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ガバナー公式訪問報告

　10月９日（水）秋晴れのなか、長谷川國
雄ガバナー、日向野陽ガバナー補佐、水口二
良地区幹事、根本 次地区幹事をダイヤモン
ドホールにお迎えしてガバナー公式訪問を開
催致しました。午前９時開始という早朝から
の日程にもかかわらず、長谷川ガバナーはい
つもと変わらないにこやかなお姿でご到着さ
れました。
　午前９時からは、長谷川ガバナー、日向野
ガバナー補佐同席のもと、諏訪会長、奥沢副
会長、浜野会計、溝口幹事、永井副幹事で、
会長幹事会を行いました。下館ロータリーク
ラブとして今年度の方針をご説明し、それに
対してのご指導を頂きました。又、2520地
区で会員増強に成功しているクラブの実例
や、同好会を活発に行っているクラブのご紹
介等も頂きました。
　午前10時からはクラブ協議会に場所を移
し各委員会毎、今年度の活動方針・活動計画
を報告し、随時長谷川ガバナーより委員会毎
に的確なるアドバイスを頂き、今年度の事業
遂行するにあたり大変参考にさせて頂きまし
た。クラブ協議会のまとめとして、長谷川ガ
バナーより総評を頂き、日向野ガバナー補佐
より所感を頂きました。特に長谷川ガバナー
より「下館ロータリークラブは伝統に裏打ち
された県内でも屈指のすばらしいクラブで
す」と言われた言葉に会員一同身の引き締ま
る思いを持ちました。
　午後12時30分から例会では、お客様に井
上パストガバナーにもおいで頂き、まずセレ
モニーとして新入会員の武井宏樹会員の入会
式を行いました。長谷川ガバナーより直接胸
に会員章を付けて頂き感激もひとしおのこと
と思います。

　長谷川ガバナーの卓話ではプロジェクター
を使いまして、国際協議会の報告、長谷川ガ
バナーの地区方針をご丁寧に分かりやすくご
説明頂きました。
　尚、懇親会につきましては、下館ロータリ
ークラブの継続事業であります、筑西市旭ヶ
丘の母子島遊水池の桜を植樹した地におい
て、奉仕場所の視察も兼ね筑西市役所、地元
自治会、下館ローターアクトクラブ、ボーイ
スカウト、ガールスカウトと合同で、総勢
220名規模で花見合同例会として開催したい
と考えております。
　最後に長谷川ガバナー、日向野ガバナー補
佐、水口地区幹事、根本副幹事に心よりお礼
申し上げ、又、今後の御活躍を御祈念申し上
げ公式訪問報告とさせて頂きます。

溝口　明洋
下館ロータリークラブ

　幹事　
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ガバナー公式訪問報告

　秋晴れの天候に恵まれた日の10月11日
（金）長谷川國雄ガバナー・水口二良地区幹事・
工藤貴正地区副幹事をお迎えしてガバナー公
式訪問が開催されました。当日は第８分区塚
越ガバナー補佐・玉造RC市村会長他３名の
役員で出迎えをし、玉造ロータリークラブの
活動実施場所を見ていただきたく、最初に案
内は玉造道の駅案内所の情報室・ここに霞ケ
浦で補れた魚を水槽に生かして毎週金曜日の
早朝会員が当番の５～６人で清掃をし、モー
ニングコーヒーと情報交換をしている様子を
説明し、その後啓発看板塔設置場所の清掃や
新補助金該当に認められた「ふれあいの森に
生息する動植物マップ・環境保護啓発看板を
作成し寄付」の場所を案内して回りました。
　役員協議会では市村会長より今年度の方針
と計画が話され「地域に奉仕する、地域に貢
献する」重点目標に五大奉仕を基盤に「地域
にわかる・地域に理解される・地域に受け入
れられるロータリーでありたい」を願望とし、
実践していきます。実践には会員の団結、親
睦、融和が基本で、思いやりが真の親睦の話
しを致しました。
　12時30分例会には10日前に行方市長に当
選した鈴木周也新市長に出席願い、特別会員
交付と挨拶をいただき長谷川ガバナー等と食
事をしながら歓談いたしました。卓話では、
国際協議会での様子や本年度の強調事項・地
区の方針をパワーポイントを使って説明をい
ただきました。近くの稲荷屋さんに場所を移
し14時からクラブ協議会では各委員長が簡
潔に本年度の事業方針・事業計画を発表し、
長谷川ガバナーより適切なアドバイス等ご指
導を賜り今後参考にクラブ活動を実践しなけ
ればならないと感じました。その中でも玉造

ロータリークラブは少人数のため会員増強に
は力を入れるよう他クラブの例などの指導が
あり、現在の会員平均年齢が71歳は地区の
中で１番高齢ではと話され、会員増強が数年
減少傾向が続いていることが改めて感じ取り
ました。出席率は水槽清掃がメークアップが
認められと、高齢者が多いため高出席率にな
っている話がありました。次に少人数の会員
運営の中でニコニコBOXの収入が多い点が
お褒めがありましたが、繰越額が多いので是
非奉仕活動に使って地域の皆さんに喜んでい
ただける事業を行えばロータリーの活動の理
解に繋がる話をいただきました。
　16時から懇親会に入り長谷川ガバナーが
一人一人回って話をいただき改めて温厚な人
柄が会員に伝わり懇親の揚が盛り上がり、地
区役員である前田会員のお店に移動し二次会
まで参加いただき賑やかに出来ましたこと、
長谷川ガバ
ナー始め水
口・工藤様、
会員の皆様
にお世話に
なりお礼申
し上げます。

坂本　俊彦
玉造ロータリークラブ

　幹事　
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ガバナー公式訪問報告

　10月16日（水）昨日よりの台風（26号）
の影響で風雨が強く公式訪問の予定を変更し

（クラブ活動実施場所の見学中止）時間を遅
らせて始まりました。
　公式訪問会場である、ホテル釜萬にて、長
谷川國雄ガバナー、鶴田敦ガバナー補佐、島
根昌明地区副幹事、栃木紀代セクレタリーを
お迎えし公式訪問が開催された。
　役員との協議（11：00～12：00）
　会長・会長エレクト・幹事・会計・副幹事
との協議会は、和やかな雰囲気で始まりまし
た。
　台風の影響から、長谷川ガバナーの「訪問
に遅れては失礼」というご配慮により、早め
の太田への到着、中止になった財団地区補助
金、友好クラブの大館RC（秋田県）震災復
興支援金、常陸太田RC事業資金を利用した、
若宮八幡宮井戸復旧事業の現場見学され、ガ
バナーの人柄の一面を見た様な気がします。
　例会NO2630回（12：10～13：10）
　開会点鐘（会長）・ビジター紹介　握手会

（SAA）・会長タイム（会長）・幹事報告（幹事）・
会食・委員会報告（各委員長）卓話（長谷川
國雄ガバナー）ガバナー卓話のお時間を頂き、
３つの事項に分けて説明が有りました。
　①ロータリー変革の年
　②国際協議会報告
　③第2820地区目標
　プロジェクターを使い、ご説明頂き、会員
一同大変理解を深める事ができました。ニコ
ニコBOX報告（ニコニコBOX）・出席報告（出
席）・閉会点鐘（会長）
　記念撮影（13：20～）

　ガバナーを囲んでの写真撮影
　クラブ協議会（13：40～16：00）
　会長の司会で、委員会編成順に活動方針、
事業計画、活動状況を各委員長が発表され、
長谷川ガバナーより実例などを交えての具体
的な御指導頂き、今後のロータリー活動に役
立てて行きたいと思います。
　ガバナー歓迎会（16：10～）
　会場では会員が立って、会長が先頭でガバ
ナー御一行を拍手で中央テーブルへと御案内
し歓迎会が始まりました。歓迎会では、公式
訪問の緊張感から解放され、お互いに親しく
話ができ、楽しく過ごすことが出来ました、
フィナーレに「手に手つないで」一つの輪に
なり、親交を深め歓迎懇親会となりました。
　最後になりましたが、事前協議指導頂いた、
鶴田ガバナー補佐、栃木セクレタリー、公式
訪問では、長谷川ガバナー、島根地区副幹事、
長時間亘り親切丁寧な指導を頂き、クラブ一
同心より感謝申し上げます。
　また、長谷川國雄ガバナーにおかれまして
は、公式訪問が続きます、ご健康に留意され、
ご活躍を祈念申し上げます。

関根　義純
常陸太田ロータリークラブ

　幹事　
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　10月17日（木）、10月にしては少し汗ば
む秋晴れの中、長谷川國雄国際ロータリー 
第2820地区ガバナー、関口哲勇第４分区ガ
バナー補佐、平山広喜地区副幹事、植竹清治
第４分区事務局長の４名の方をお迎えして、
境ロータリークラブの公式訪問が開催されま
した。
　午前10時50分に境クラブの例会場にパス
ト会長をはじめ会長、幹事等理事・役員でお
迎えをし、玄関での記念撮影をしました。
　午前11時に場所を移動して、会長・幹事・
会長エレクト・副幹事との協議がスタートし
ました。堅苦しくない世間話から入って頂き、
始終和やかな協議となりました。長谷川ガバ
ナーの当クラブの現況報告に対しましてのご
助言やご指導に、出席している一同が頷きな
がら納得しておりました。また、ガバナーが
ロータリーに入会したての頃、メイキャップ
に水戸クラブに行かれた時のお話に、長谷川
ガバナーの温和なお人柄を感じさせていただ
きました。
　午後12時30分、会員全員の拍手で例会場
にご入場いただき、太田SAAの司会で例会

風見　義孝
境ロータリークラブ

　幹事　

が始まりました。例会の卓話では、プロジェ
クターをご使用になり、長谷川ガバナーには
サンディエゴでの国際協議会、本年度のRI
の運営目標や地区の運営目標を説明していた
だきました。
　午後２時からのクラブ協議会も和やかに各
委員長の発表に対し、大変丁寧に解りやすく
ご指導をいただきました。
　午後５時に、会場を移動して長谷川國雄ガ
バナーの歓迎パーティを開催しました。ガバ
ナーから会員１人１人にお声を掛けていただ
き、ここでもお人柄の温厚さが感じられるひ
とときを過ごすことができました。
　長谷川ガバナーと境クラブ会員との親睦が
深められましたことに会員一同感謝申し上げ
ます。長谷川ガバナーにご指導いただきまし
たことを忘れずに、これからのクラブ活動を
していきたいと思います。
　結びに、長谷川國雄ガバナー、関口哲勇第
４分区ガバナー補佐、平山広喜地区副幹事、
植竹清治第４分区事務局長が益々ご活躍なさ
ることご祈念いたしまして、境ロータリーク
ラブのガバナー公式訪問の報告と致します。
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ガバナー公式訪問報告

　10月18日（金）、長谷川國雄ガバナーと鶴
田敦ガバナー補佐、水口二良地区幹事、亀山
義孝地区副幹事、川澄千亜紀地区副幹事をお
迎えして、ホテルクリスタルパレス長寿荘に
おいて公式訪問が行われました。
　10時30分より始めた事前協議会において
は、当クラブの社会奉仕委員会による茨城大
学附属特別支援学校に対する活動に興味を持
たれたようで、質問とともにお誉めをいただ
きました。また、海外支援を行う場合、責任
ある団体か公共団体を介して行わないと、せ
っかくの支援が届かない場合もあるとの注意
話も伺いました。
　12時30分からのクラブ例会にはガバナー
より卓話をいただき、アメリカ研修会の様子、
RI会長の方針、地区方針等の説明を伺いま
した。14時からのクラブ協議会では、各委
員会ごとに報告をして随時ガバナーから丁寧
なご指導を賜りました。特に米山奨学生との
帰国してからのやりとりで、返信の最後に勝
田ロータリークラブと担当だったカウンセラ
ーへの感謝の言葉が添えられていま
すと報告すると、「素晴らしい。今
後もそのように続けていってくださ
い」とお誉めの言葉をいただきまし
た。クラブ活性化のための会員増強
については、さまざまな案を提示く
ださり、特に専業主婦もロータリア

ン加入資格に含まれたことも、増強のための
一つの材料であると示されました。出席率向
上には、例会時間の柔軟な運用、100％出席
達成者には何か考えることもあっていいので
は？と話されました。16時10分より会場を
変え懇親会となり、和やかな雰囲気の中無事
終了しました。
　長谷川ガバナー、鶴田ガバナー補佐、水口
地区幹事、亀山・川澄両地区副幹事、本日は
長時間にわたり、ご指導、ご教授ありがとう
ございました。
　以上をもちまして、長谷川ガバナー公式訪
問の報告とさせていただきます。

高野　博義
勝田ロータリークラブ

　幹事　
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ガバナー公式訪問報告

　10月22日（火）、穏やかな秋日和のもと
2013-2014年度国際ロータリー第2820地区
長谷川國雄ガバナーをお迎えしてガバナー公
式訪問が開催されました。本年度は一昨年、
昨年に続き岩瀬ロータリークラブと合同での
公式訪問ということもあり岩瀬クラブの石原
会長、塙幹事と打ち合わせを重ね、長谷川ガ
バナーそして両クラブにとってスムーズかつ
有意義に進行できるよう設営させて頂きまし
た。
　当日はスケジュールの都合上、当クラブは
午後の例会からの参加でありましたので早朝
より長谷川國雄ガバナー、一毛裕之地区副幹
事、日向野陽ガバナー補佐、鈴木光則セクレ
タリー、河添康徳セクレタリーを岩瀬クラブ
の皆様でお迎えして頂き、岩瀬クラブの役員
懇談会からスタートさせて頂きました。岩瀬
クラブの皆様には早朝よりご参集頂き夕方の
合同懇親会に再度参集頂きましてスケジュー
ルの都合上とはいえ、何度もご足労頂きまし
て誠にありがとうございました。
　午後からは当クラブも集合し12：30から
合同例会を開催しました。卓話では長谷川ガ
バナーよりプロジェクターを使用しながらサ
ンディエゴで開催された国際協議会のご報告
や、本年度からスタートした「未来の夢計画」
の詳細なども分かり易くご説明頂きました。
また、この度は例会の席上で米山奨学生の邊
垌鎬（ビョン　ギョンホ）君へ長谷川ガバナ
ーから奨学金を直接お渡し頂きまして誠にあ
りがとうございました。邊君にとって素晴ら
しい記念になったことと思います。あの時の
お二人の笑顔がとても印象的でした。
　その後、両クラブ合同での記念撮影の後、
足早に役員懇談会に移りました。長谷川ガバ
ナーから開口一番「ロータリーなんだから気

楽にやろうよ！」とお言葉を頂きメンバー全
員の緊張がほぐれ、和やかに進めることがで
き、長谷川ガバナーのおおらかで融和な人柄
を拝見させて頂きました。
　クラブ協議会では、各委員会が今年度の計
画と活動状況を報告しそれぞれに長谷川ガバ
ナーよりご指導やご助言をいただきました。
その中でも当クラブの会員増強そしてロータ
ーアクトクラブの会員増強について親身に事
細かにアドバイスを頂きました。また、日向
野ガバナー補佐におかれましては真壁クラブ
にしかない真壁クラブの良さをお話し頂き、
そして長谷川ガバナーには会員が少なくても
真壁クラブの良い伝統を生かして誇りをもっ
て活動していけばいいという道しるべを教え
て頂きました。真壁クラブメンバーを代表し
まして感謝を申し上げます。
　最後になりますが、長谷川ガバナーをはじ
め地区役員の皆様方には、早朝から懇親会ま
で長丁場にも関わらずご指導ご鞭撻頂きまし
て誠にありがとうございました。そして岩瀬
クラブの皆様をはじめ、この度の設営に携わ
りましたすべての方へ改めて感謝を申し上げ
まして、長谷川國雄ガバナー合同公式訪問の
ご報告とさせて頂きます。

重村　秀一
真壁ロータリークラブ

　幹事　
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　当クラブの公式訪問は昨年に引き続いて真
壁クラブとの合同で行われました。
◆ガバナーお出迎え（９：30～）
　10月22日（火）長谷川國雄ガバナーはじめ、
日向野陽ガバナー補佐、一毛裕之地区副幹事、
鈴木光則・河添康徳両セクレタリーの皆様を
湖畔閣にお迎えいたしました。
　事前協議会に入る前に、クラブの継続事業
である「『ゴミ捨て禁止』の立看板」の設置
状況を視察していただきました。（２箇所）
◆事前協議会（10：00～）
　出席者（岩瀬クラブ関係－会長・幹事・副
会長・副幹事・会計）
　和やかな雰囲気のなか、おもに前記の「『ゴ
ミ捨て禁止』の立看板」の設置状況や設置の
経緯について話し合いが行われました。
　ねぎらいの言葉を頂き大変意を強くしまし
た。
◆クラブ協議会（10：40～12：15）
　各委員長から、各委員会の活動の経過を重
点とした報告がありました。委員会によって
はガバナーとの対話のかたちでの報告もあ
り、充実した深みのある協議会になりました。
　長谷川ガバナーからは委員会毎に適切なご
助言や励ましの言葉を頂くと同時に、「夢計
画」についてのご指導や若い会員の増強をと
の注文があり、身の引き締まる思いがいたし
ました。
　日向野ガバナー補佐からは特にポールハリ
スソサエティへの協力要請があり、これもク
ラブの重要な課題として受け止めなければな
らないと思いました。

◆合同例会（12：30～13：30）
　真壁ロータリークラブ：柳田隆会長　岩瀬
ロータリークラブ：石原且久会長の挨拶に続
いて、長谷川ガバナーの卓話があり、次の３
点について述べられました。
　１．ロータリー変革の年である
　　　ロータリーとは何かを会員が考える
　２．国際協議会の報告
　３．2820地区の目標
　　　特に「未来の夢計画」の実現
◆合同懇親会（16：30～18：00）
　長谷川ガバナーのにこやかな笑顔を囲んで
会場一杯にいくつもの輪が出来、終始和やか
な雰囲気のなかで会話がはずみました。
　真壁クラブの皆さんとも久し振りの会合
で、ロータリーのことなどゆっくりと話し合
うことが出来ました。
　残念ながらガバナーは途中から退席されま
したが、その後も来訪者の皆さんを囲んで楽
しい一時を過ごしました。
　最後になりましたが、長谷
川ガバナーの益々のご健勝と
ご活躍を祈念し公式訪問の報
告といたします。

塙　　賢信
岩瀬ロータリークラブ

　幹事　
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ガバナー公式訪問報告

　10月23日（水）長谷川國雄ガバナー、水
口二良地区幹事、兼子充裕地区副幹事をお迎
えしてガバナー公式訪問を開催しました。
　午前10時30分に当クラブ事務所に到着さ
れ北村パストガバナー、大塚ガバナー補佐に
も参加をしていただき雑談を交えながら事前
協議を行いました。
　事前協議では当クラブの現況報告書をもと
にクラブの歴史、会員構成、事業予算など説
明させていただき、その後例会場へと移動し
て12時30分から例会を始めました。
　10月16日の例会が急遽台風のため例会が
休会となり連絡不足でこの日の公式訪問の出
席率が心配でしたが100％の出席率でお迎え
することができました。例会はプロジェクタ
ーを使い長谷川ガバナーよりサンディエゴで
行われた国際協議会の様子やテーマ、そして
強調事項などの説明がありました。そして、
記念撮影と休憩をはさんで熊谷会長の進行の
もとクラブ協議会が始まりました。
　各委員長より事業の説明や活
動状況、経過報告を行い長谷川
ガバナーからアドバイス、ご指
導をいただきました。特に会員
増強、出席率の向上はクラブを
活性化させるためにも大変重要
であるとのことで、当クラブと
しても引き続き取り組んで行き

たいと考えます。そして、和やかなうちに進
められたクラブ協議会も終了し会場を移動し
て懇親会へと、長谷川ガバナーも大変お疲れ
ではあったと思いますが快く懇親会に参加し
ていただき、若い会員などとも気さくに名刺
交換をしながら話を弾ませてくださいました。
　長谷川ガバナーをはじめ地区役員の方々、
遠方よりお越しいただき、また、長時間にわ
たりご指導いただきありがとうございまし
た。会員一同感謝申し上げますと共に皆様の
益々のご活躍を祈念し報告とさせて頂きます。

染谷　秀雄
水海道ロータリークラブ

　幹事　
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　10月24日（木）秋冷の小雨の中、長谷川
國雄ガバナー、青柳廣則ガバナー補佐、水口
二良地区幹事、奈良早苗地区副幹事、海老沢
セクレタリーをお迎えして、ガバナー公式訪
問を開催いたしました。
　午前11時より行われた正副会長・幹事と
の協議会においては、当クラブの現況を報告
し和やかな雰囲気の中、緊張感を取り除いて
頂き協議会がスムーズに進行されました。そ
して、当クラブについて適切なご指導やアド
バイスをいただきました。
　午後12時15分、藤枝会長点鐘により例会
が始まり、程よい緊張感の中、長谷川國雄ガ
バナーの卓話が始まりました。卓話ではプロ
ジェクターを使い国際協議会の様子や、長谷
川ガバナーの地区の方針を解りやすく説明し
ていただきました。記念撮
影の後、午後２時よりクラ
ブ協議会に入り、各委員長
からの報告に対してガバナ
ーより親切なご指導をいた
だきました。そして、協議
会のまとめとして、長谷川
ガバナーより総評をいただ
き、会員増強に対しまして
は女性会員を入れるとクラ
ブが和やかな雰囲気にな
る。又、会員の平均年齢が

若いクラブは元気があるとのお褒めの言葉も
頂きました。今後のクラブ運営、発展に生か
したいと思います。
　懇親会では連日の公式訪問でお疲れのとこ
ろ最後までお付き合いいただきまして、誠に
有難うございました。
　以上で公式訪問のご報告とさせていただき
ます。

島田　廣一
石岡87ロータリークラブ

　幹事　
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　秋晴れの爽やかなお天気に恵まれた10月
13日（日）、水戸市総合運動公園軟式球場を
会場に第2820地区第19回地区親善野球大会
が開催されました。
　今年は９チームの参加で、３ブロックに分
かれ総当たり戦を行い、ブロックごとに順位
が決められました。大きな怪我をした方や病
人も出ず、盛況のうちに無事大会を終えるこ
とが出来ました。これもひとえに大会に参加
された皆様のご協力のお蔭です。感謝申し上
げます。大会結果は次のとおりです。

◦Ａブロック
　優　勝　日立北RC
　準優勝　土浦RC
　第３位　水戸東RC
◦Ｂブロック
　優　勝　大子RC
　準優勝　水戸RC
　第３位　水戸西RC
◦Ｃブロック
　優　勝　水戸南RC
　準優勝　牛久RC
　第３位　つくば学園RC

第19回地区親善野球大会報告

大会結果
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新会員紹介

下　館

武井　宏樹
2013.10.9

税理士

日　立

小田　　篤
2013.10.25

総合システム設計

日立港

内山　悦郎
2013.10.3

電子機器製造

土浦南

荒井　秀介
2013.10.1
一般旅行業

守　谷

中村　和正
2013.10.1
建設工事

日立北

吉岡　保男
2013.9.11

公証人

訃報　謹んでお悔やみ申し上げます

【入会年月日】
  1994年７月１日
【職 業 分 類】
  化成品販売
【ロータリー歴】
  2005-2006年度　クラブ会長
【寄　付　歴】
  財団寄付

  マルチプル・ポールハリス・
フェロー

  ポール・ハリス・フェロー
  米山奨学会寄付

  米山功労者（マルチプル）
日立RC　中

なか
山
やま
　修

しゅう
一
いち

（享年69歳）
昭和19年 ８月23日生
平成25年10月15日逝去

水戸東RC　河
かわ
嶋
しま
　正
まさ
弘
ひろ

　（享年66歳）
昭和22年 ４月 ２日生
平成25年10月 ３日逝去

【入会年月日】
  1986年９月４日
【職 業 分 類】
  内装工事
【ロータリー歴】
  1999-2000年度　幹事
  2009-2010年度

地区米山奨学会総括委員長
  2010-2011年度　会長
【寄　付　歴】
  第３回米山功労者マルチプル
  マルチプル・ポール・ハリス・

フェロー（第２回）
  ベネファクター

中山　修一 河嶋　正弘（日立RC） （水戸東RC）

日立港

桜井　信夫
2013.10.24

地方銀行

日立北

松野　辰弥
2013.10.9

葬祭業

日立北

野沢　　隆
2013.10.9

原子力エンジニア
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地区大会講演 より
◎「ロータリーにおける不易流行とは
　　（パネルディスカッション）」
　　沢島武徳（コーディネーター）
　　2013　10p　（D.2630地区大会記録誌）
◎「それでこそロータリー」
　　関場慶博　〔2013〕　14p
　　（D.2530地区大会記念誌）
◎「新世代に伝えるべきこと（トークセッション）」
　　新浪剛史他　2013　5p
　　（D.2720地区大会記録）
◎「新世代の育成に情熱を!!」
　　岡村泰岳　2013　4p
　　（D.2740地区大会記録）
◎「善き仲間と共に」
　　中村靖治　2013　6p
　　（D.2720地区大会記録）

◎「これからのロータリー～新世代育成の現状
　　と展望（シンポジウム）」
　　茂木正光（コーディネーター）
　　2013　5p　（D.2580地区大会の記録）
◎「職業奉仕の理念と実践」
　　黒田正宏　〔2013〕　3p
　　（D.2730地区大会記録誌）
◎「職業奉仕の基本理念」
　　深川純一　〔2013〕　4p
　　（D.2730地区大会記録誌）
◎「シェルドンから学ぶ」
　　田中毅　〔2013〕　3p
　　（D.2730地区大会記録誌）
◎「時代を先駆けたシェルドン職業奉仕の実践」
　　小船井修一　〔2013〕　4p
　　（D.2730地区大会記録誌）

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164号
2013年11月12日発行

＊＊今月のトピックス＊＊
１．寄付金速報
　　― 米山月間へのご支援に感謝！ ―
２．2014学年度奨学金申し込み状況
３．ネパールに米山学友会が誕生！
４．奨学生・学友が高齢者と交流
　　― 第2770地区 ―
５．姫軍さんがホームカミングで講演
　　― 第2580地区 ―
▼全文は、こちらよりご覧ください。
　http://www.rotary-yoneyama.or.jp/
　summary/pdf/highlight164_pdf.pdf

文 庫 通 信　vol.314
　「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。

お詫びと訂正
　月信11月号６ページの「ガバナーエレクト事務所開
設のごあいさつ」におきまして、地図中のガバナーエレ
クト事務所の位置に誤りがございました。下記訂正の上、
ご迷惑をおかけいたしましたことをお詫び申し上げます。
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出席報告（2013年-2014年度10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

年間
通算
出席率

10月
出席率

うち
女性

累
計
純
増

　
分

区

クラブ名
例
会
数

年間
通算
出席率

年
7月1
日

年
当月
末日

10月
出席率

　
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

今月のスケジュール（12月）公式訪問（12月）
12月 ９日（月）　岩井
12月12日（木）　大洗
12月20日（金）　水戸南

ロータリーレート

12月 ８日㈰ 国際奉仕・ロータリー財団合同
セミナー（ダイヤモンドホール）

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

10
月
16
日（
水
）

茨
城
新
聞 

掲
載

平
成
25
年

10
月
23
日（
水
）

茨
城
新
聞 

掲
載

平
成
25
年

10
月
30
日（
水
）

茨
城
新
聞 

掲
載

平
成
25
年

11
月
13
日（
水
）

茨
城
新
聞 

掲
載

平
成
25
年

11
月
６
日（
水
）

茨
城
新
聞 

掲
載

12月のロータリーレートは１ドル100円です。


