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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

RI第2820地区
ガバナーメッセージ

　水戸市の観光拠点であると同時に、市民の憩いの場でもある千波湖。休日には、ジョギングやウォ
ーキングを楽しむ人、公園で遊ぶ親子、カフェでくつろぐカップルなど、多くの人々がそれぞれのス
タイルで千波湖での一時を過ごしている。また、撮影スポットとしても人気で、春の桜、秋の紅葉、
冬の白鳥と、それぞれの魅力はあるが、噴水や偕楽園がライトアップされる夕暮れも、実は密かなお
すすめである。 （撮影／小沼渉・MOON LIGHT 小沼渉写真事務所）



3RID2820 ◎ 2013-2014 No.7

January 2014

RI第2820地区ガバナーメッセージ

　あけましておめでとうございます。
　会員の皆様には、よい新年をお迎えのこと
と、お慶び申し上げます。
　昨年は、地区の皆様のご協力、誠にありが
とうございました。
　ロータリーでは、１月は年度の折り返し点
にあたり、過去と未来の双方を見つめるとき
です。上期に計画した活動計画を成し遂げる
ために必要なステップを見直すときです。こ
れまで６ヵ月間に達成したことは、自信を持
てるものだと確信しています。
　さて、昨年は皆様のご協力により、７月か
ら８月は、各種委員会の研修セミナーを行い
ました。並行して公式訪問もスタートしまし
た。最初の公式訪問は、７月18日の野堀喜
作直前ガバナーのつくば学園RCの訪問でし
た。本年度は、希望するクラブのみ、合同で
公式訪問を行うことでスタートし、３クラブ
の合同公式訪問がございました。
　公式訪問では、本年度私の最大の課題であ
る会員増強を各クラブにお願いしました。新
会員の勧誘と現会員の維持、女性会員の勧誘、
退会会員の再入会、退会防止の大切さもお話
しました。包括的な計画を立て会員一人一人
が一丸となって、各クラブ最低純増１名の増
強をお願いしました。
　私といたしましては、2014年６月30日ま
でに、2,070名の会員を確保して、藤居年度
にバトンタッチすることを目指しています。
是非皆様の素晴らしい仲間の紹介をお願いい
たします。
　ポリオ撲滅では、私たちは、99％まで撲
滅しました、あと１％です。これが実現すれ
ば、世界中の子供たちに豊かな人生を与える

ばかりでなく天然痘に次いで、小児麻痺は世
界から根絶される２番目の病になるというこ
とで、ポリオプラスの募金のご協力をお願い
しました。
　７月より未来の夢計画が、世界34,000のク
ラブで一斉にスタートしました。当2820地区
も山㟢地区財団委員長及び小委員長、委員の
皆様のご協力により、地区補助金申請書の書
き方など研修会を行ったところ58クラブ中51
クラブの地区補助金の申請をいただきスター
トしました。お陰様で、山㟢委員長はじめ、
委員の皆様のご協力により申請書の修正等を
いただき提出いたしましたところ、ロータリ
ー財団より申請額の資金が地区に送金され、
８月22日各クラブの口座に振り込むことが出
来ました。皆様方のご協力に感謝いたします。
　また、各クラブへの公式訪問を通じて、年
間活動計画の中に、タイ・フィリピン等に援
助している国際奉仕委員会や地元に根ざした
奉仕活動を展開している社会奉仕委員会、そ
して未来の世界を担う青少年のために素晴ら
しい奉仕活動を行っている委員会等、様々な
奉仕活動を行って頂いていることを改めて認
識し、深く感謝いたします。後半も奉仕活動
の推進をよろしくお願いいたします。
　最後になりますが、公式訪問での会長幹事
会、例会、クラブ協議会、懇親会と企画を実
行されました各クラブの会長・幹事・会員の
皆様に御礼を申し上げます。ありがとうござ
いました。残り６ヵ月、IM、地区大会、国
際大会と大きな行事が残されております。皆
様のご協力を得て老体に鞭打って頑張りたい
と思います。ご支援をよろしくお願いいたし
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）

新年のご挨拶と2013-2014年度の上半期を振り返って
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　皆様明けましておめでとうございます。
　昨年は皆様のクラブへの公式訪問にあた
り、大変暖かい歓迎をしていただきましたこ
とに心から感謝申し上げます。
　さて１月はロータリー理解推進月間であ
り、会員の皆様にロータリーについての理解
を深めていただき、地域社会の人々にもロー
タリーのことをよく知っていただくためのプ
ログラムを実施するために1988年から実施
されています。
　公式訪問の折にお話申し上げましたが、全
世界には200以上の国々に約120万人のロー
タリアンがいて、その文化、宗教、言語など
様々です。しかも毎年RIの会長はそれぞれ
の目標を掲げています。にも関わらず私達ロ
ータリアンは同じ方向に向かって歩み続け、
その歴史は100年を超えます。とても不思議
なことと感じました。宗教ではない、教祖も
いない私達がそのように行動できる基は何か
と考えたとき、私はロータリーという組織が、
時代に即して変わりながらも、中核的な価値
観を維持していることにあると思いました。
中核的価値観とは「奉仕・親睦・多様性・高
潔性・リーダーシップ」の５つです。
　私達ロータリアンが常にこの中核的価値観

に沿って行動をしていくことで、自ずとロー
タリーへの理解は深まるものと思いますし、
地域社会の皆様にも理解していただくことが
できると思いますが、せっかくのロータリー
理解推進月間ですので、どうか各クラブにお
かれまして、様々な文献や、講演などから得
た知識を語ったり、また自分達の考えるロー
タリーのあり方、中核的価値観などについて
討議をしたりという時間を設けていただけれ
ば、より意義深い月間となるかと思われます。
　また、更に進んで地域の皆様との懇談など
の機会を設け、ロータリーを語っていただく
ことも有意義なことかと思われます。
　１月は年の初め、ロータリーでは下半期の
始まりの月です。この月間を実りあるものと
し、更にこの一年間が地区内のロータリアン
の皆様にとって、益々ご健勝であられ、そし
て幸の多い年でありますことを心よりご祈念
申し上げて、ロータリー理解推進月間に寄せ
ての新年のご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）

～ロータリー理解推進月間によせて～
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　第１分区は、第2820地区の北の玄関口で
あり、７つのクラブで構成されております。
年度当初は日立クラブ67名、日立南クラブ
31名、日立港クラブ33名、日立中央クラブ
18名、日立北クラブ39名、高萩クラブ28名、
北茨城クラブ29名、合計245名でスタート
しました。10月末までは日立クラブ１名減、
日立南クラブ３名増、日立港クラブ３名増、
日立中央クラブ１名増、日立北クラブ２名増、
高萩クラブ３名増、北茨城クラブ増減なしで
純増11名であり、長谷川ガバナーの年度当
初より、とにかく会員増強に力を入れて欲し
いとの御指導の賜物と思われます。
　クラブの一大イベントであるガバナー公式
訪問ですが８月27日、日立南クラブに始ま
り（この時は日立での最初の公式訪問と云う
ことで吉成日立市長に表敬訪問、又茨城新聞
日立支社に挨拶）翌28日に高萩クラブ、９
月に入って10日に日立・日立中央クラブ合
同、翌日11日は日立北クラブ、19日に日立
港クラブ、24日に北茨城クラブと８月、９
月で第１分区７クラブがすべて無事終わり一
安心している所でございます。
　11月７日に行われました、今年度の第３
回第１分区会長幹事会に於いて高萩ロータリ
ークラブの大高会長より分区内の女性会員

（現在７名）による全員集会を実施し、ロー
タリークラブへの入会の動機や今後の女性会

員の増強等を話し合う場を設けるのはどうか
との提案があり、非常に良い申し出なので前
向きに考えて居ります。
　毎年、秋に行われている第１分区チャリテ
ィーゴルフ大会はあいにくの雨との予報によ
り、前日に延期となりました。来年暖かくな
り、地区大会が終わってからではどうかと云
う意見がでていましたが、臨機応変に考えて
います。
　次はインターシティミーティングですが、
今年度はロータリーファミリーやその友人を
招き、日本盲導犬協会のスタッフによるチャ
リティー公演や盲導犬体験を予定しています。
　１月25日の土曜日ですので子供さん他多
数の参加をお待ちしております。第１分区は
IMと同時に７クラブによる合同新年会も行
って居り、アトラクションには東京ガールズ
による和太鼓があり大いに盛り上がるものと
思われます。
　インターシティミーティングが終わりまし
たら各クラブの会長、幹事さんには是非一度
は第１分区の他の６クラブを訪問して頂きた
いと思っています。
　下半期に向かって、益々会員増強に力をい
れる所存です。今後共宜しくお願い致します。
ありがとうございました。

田所　光政
第１分区ガバナー補佐

（日立北）
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　新年あけましておめでとうございます。
　長谷川ガバナーの体調は主治医も同窓同期
の小生も万全とは診断できない状態でした
が、彼のロータリーにかける信念と情熱の前
には病魔も怖れをなして遂に58クラブ54カ
所の公式訪問を全うされました。超人的な快
挙で、畏敬の念を新たにしました。
　第２分区では、昨年６月に分区内７クラブ
の会長・幹事の方々、ガバナー補佐セクレタ
リー、IM実行副委員長と共に情報交換と問
題検討の会を開催し、12-13年期首に８クラ
ブ223名、12-13年期末＋４名の227名が本
年７月１日には７クラブで－11名の216名
という事実を確認、増強への必死の取り組み
を誓いました。
　AGとして、７月４日から11月28日まで
に各クラブを表敬と公式訪問事前協議のため
参上し、大木第２分区IMリーダーの提唱さ
れる「ピンピンコロリ」を基調にした第２分
区のテーマ「ロータリーを全うし最良の人生
を送ろう」（仮称―清水八洲雄IM実行委員案）
の予告編として「加齢とロータリー活動」と
いう卓話をさせて頂きました。
　ガバナー公式訪問は８月７日の東海那珂に
始まり12月12日の大洗（アウエーの最後57
番目）で無事終了いたし、いずれのクラブに
おいても役員との協議会は和気藹藹に進み、
クラブ協議会では活発な意見交換が行われ、
最後の懇親会においてはこれぞロータリーク
ラブの真骨頂ともいうべき親睦の輪を広げ絆
が強化され、お供した小生・セクレタリー

共々ガバナーの人徳とロータリーパワーに深
い感銘を受けました。中でも感激的であった
のは、東海那珂で34歳の紳士へガバナー自
らバッジをつけ入会の儀式が行われたことで
す。那珂湊でも公式訪問時新入会の報告があ
り、分区として２名純増です。
　最後に分区内各クラブの主事業を列記しま
す。那珂湊では11月に友好クラブの台湾基
隆クラブ60周年行事に有志が参加、12月10
日に地区補助金事業「ストップエイズ講演
会」、常陸太田は地区補助金を得て若宮八幡
宮の震災復旧事業を完遂、大子は鮭の稚魚放
流と遡上観察事業、大子西中学生の独居老人
訪問事業報奨と「この指止まれ」提唱をはじ
めとする国際奉仕活動の展開、大洗は海岸の
クリーンアップ大洗、里山整備事業や子育て
支援活動に精力を注ぎ、東海那珂は長年のネ
パール学校事業を継続され、また「日本ロー
タリー親睦ゴルフ全国大会第２回大洗大会」
が10月21日昨年に引き続き浅川パスト会長
を実行委員長として開催されました。ひたち
なかは社会奉仕委員会を中心として社会を明
るくする運動・県立勝田特別支援学校への助
成・ひたちなか海浜鉄道金上駅沿線美化運動
を強力に推進中。勝田は「ロータリー情報館」
に掲載された年初早々の７月１日社会を明る
くする運動街頭キャンペーンに参加、地区補
助金を得て茨城大学特別支援学校児童生徒の
自立支援目的の事業を展開中です。
　後半も分区挙げて退会防止・増強を合言葉
にIMと地区大会への全員参加を目指します。

鶴田　　敦
第２分区ガバナー補佐

（勝田）
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　2820地区第３分区８ロータリークラブの
会員の皆様そして関係者の皆様謹んで新春の
お慶びを申し上げます。
　旧年中は大変お世話になり、皆様のご理解
とご協力によりまして大過なく過ごすことが
出来ました。心から感謝申し上げます。
　さて上半期最大の行事であります長谷川國
雄ガバナーのクラブ公式訪問も８クラブ全て
を終了することが出来ました。
　特に、長谷川ガバナーが強調しています未
来の夢計画の実行と会員増強、退会予防・退
会防止の２点に対しまして変革の時代を直視
され、真剣に取り組んで実践されて成果が出
ておりました。私自身も学ぶことが沢山ござ
いました。
　更に長谷川ガバナーの丁寧な説明や人柄等
によりまして、和やかな雰囲気の公式訪問で
素晴らしかったと思います。各クラブの会
長・幹事様をはじめ会員の皆様のご努力に敬
意を表します。
　また11月11日にはガバナー補佐主催のゴ
ルフコンペを開催しましたところ、多くの会
員が参加され親睦を深めることが出来まし
た。関係者の皆様に感謝申し上げます。
　私もガバナー補佐に就任してから８クラブ
をそれぞれ３回訪問させていただきました。
訪問する度に各クラブの皆様が温かく迎えて
くださいました。多少緊張も有りましたが、
和やかな明るい雰囲気にもすぐ慣れることが
出来ました。

　それぞれのクラブが会長・幹事様を盛り立
て、クラブの個性を活かし活動されている現
状に深く感銘を致しました。私自身ガバナー
補佐としての役目が務まるかどうか不安でし
たが、現在は払拭することが出来ました。
　さて、長谷川年度も新年とともに下半期に
入りましたが、３月２日（日）にはIMを開
催します。テーマは「気づき・発見・誇り」
です。茨城県民として自慢できることが沢山
有ると思います。外国人から見た日本・茨城・
水戸、日本人から見た外国の歴史・文化・社
会観等体験を通じて数名の方にスピーチをし
ていただく予定です。
　長谷川ガバナーがいつも言っております

「楽しもうロータリー」を実現しようと高槻
一雄実行委員長を中心に企画中です。多くの
ロータリアン、関係者の皆様の参加をお待ち
しております。
　今年は甲午（きのえ・うま）の年です。何
事もプラス思考で歩むことが福運につながる
と言われております。微力ながらロータリー
の奉仕と価値観を活かし、変化の時代に対応
出来るよう努力を致します。下半期も何卒ご
理解とご協力の程宜しくお願い申し上げます。
　最後に長谷川國雄ガバナーをはじめ、第３
分区８クラブの会員の皆様関係者の皆様にと
りまして本年も輝かしい一年となりますこと
をご祈念申し上げまして挨拶とさせていただ
きます。

池田　勇夫
第３分区ガバナー補佐

（水戸さくら）
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　新年あけましておめでとうございます。第
４分区の会員の皆様には、旧年中大変お世話
になり有難うございました。本年もよろしく
お願い申し上げます。
　さて、2013-2014年度ロン D. バートン
RI会長は４項目からなる運営目標のもとテ
ーマ「ロータリーを実践し、みんなに豊かな
人生を」を掲げました。RI会長の運営目標
を踏まえて第2820地区長谷川國雄ガバナー
は６項目の地区目標と地区テーマ「新しい奉
仕活動への挑戦」を掲げて新年度がスタート
しました。
　早いもので、上半期の６ヶ月が過ぎてしま
いました。そこで、上半期を振り返ってみた
いと思います。
　第４分区には古河RC、古河東RC、境RC、
岩井RC、古河中央RCの５クラブがありま
す。７月６日に分区内第１回会長・幹事会を
開き、ガバナー補佐の抱負、各クラブの会長
抱負等を話し合いました。７月の第２週には
分区内５クラブを表敬訪問しました。８月８
日には分区内第２回会長・幹事会を開き「ガ
バナー公式訪問に備えて」と題して各クラブ
の会長・幹事さんと協議しました。ガバナー
補佐としての上半期の最大の行事でありま
す「ガバナー公式訪問」も８月20日の古河
東RCを皮切りに、翌21日の古河中央RC、
９月20日の古河RC、10月17日の境RC、12
月９日の岩井RCと全て予定通り終了するこ
とが出来ました。また、クラブ協議会も長谷
川ガバナーのユーモアを交えての懇切丁寧な

御指導のもと各クラブとも有意義に終了する
ことが出来ました。長谷川ガバナー及び各ク
ラブの会長・幹事・会員の皆様のご協力に感
謝申し上げます。
　今年度は未来の夢計画実施年度のスタート
です。分区内各クラブが地区補助金（DG）
を使い社会奉仕に貢献しました。古河RCは
古河総合公園へのベンチの寄贈を行いまし
た。古河東RCは渡良瀬遊水地「ラムサール
条約」指定に伴い、下敷き8,000枚を作成し
市内小学校低学年児童に配布いたしました。
境RCは地区補助金は使用しませんが「少年
野球」「菜の花フェステバル」等に社会奉仕
活動を展開しました。岩井RCは「将門ハー
フマラソン」に豚汁のサービスで貢献しまし
た。古河中央RCは「第11回ほたる祭り」に
市民団体「ほたるの会」と協力して支援を行
いました。
　上半期に各クラブを３回訪問させて頂きま
したが各クラブとも温かく迎えて下さり、普
段めったに聞けない他クラブの様子を拝聴
し、自クラブでは経験していない事が全て新
鮮に映り、大変勉強をさせて頂きました。各
クラブの会長・幹事をはじめ全ての会員の
方々に対し厚く御礼申し上げます。12月12
日に分区内第３回の会長・幹事会を開きIM
について協議させて頂きました。
　下半期の最大の行事IMに対しても分区内
会長・幹事をはじめ全会員の御協力と御指導
を宜しくお願い申し上げます。

関口　哲勇
第４分区ガバナー補佐

（古河）
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　長谷川國雄ガバナー年度もスタートし早い
もので、半年が経過しました。昨年度から、
ガバナー補佐もそれぞれの委員会を担当する
ことになり、私は財団委員会の担当となりま
した。
　財団委員会の手伝いをさせて頂いている事
もあり、昨年・今年と出前卓話を経験させて
頂き財団の奥深さを少し理解でき、ロータリ
ー活動に、そしてガバナー補佐として大いに
役立たせて頂いています。
　ガバナー補佐に就任してからは、久し振り
に手続要覧に目を通し、ガバナー月信とロー
タリーの友を読むのですが何故かすぐに眠く
なります・・それでも老体に鞭打ち、ロータ
リーの新しい情報や変化に気を配り、分区内
の皆さんに提供し相談できるように準備しま
した。
　分区内と云いましても、今迄各クラブへの
訪問はあまりしていません。知り合いも少な
く心配しましたが、前年度ガバナー補佐との
引継ぎ挨拶を皮切りに分区内、第一回会長・
幹事会・初期訪問・事前指導訪問・公式訪問
と訪問回数を重ねる度に数多くのロータリア
ンの皆様と親しく接し、志を同じくする会員
と語らい、中核となる価値観を共有すること
の楽しさを実感しました。
　特に、８月１日公式訪問「筑西きぬRC」は、
年度早々の事もありクラブ現況報告書の準備
はご苦労があった事と思います。
　それでも、７月上旬には立派な内容の報告
書を届けて頂きました。作成担当者を始め会
長・幹事さんには心から敬意を表します。

　合わせて「筑西きぬRC」の公式訪問は、
とてもユニークな内容でした。会員数の関係
もありCLPを導入したクラブ組織にしてあ
ります。
　クラブ協議会に入り各委員会の活発な現況
報告が始まりました。一通りの報告が終了し
た後、懇親会が始まりましたが、これが他に
類を見ない「会話懇親会タイム」でした。コ
ーヒーとケーキが用意され、長谷川ガバナー
を囲んで会員一人ひとりが質問を始めまし
た。それを受けて長谷川ガバナーが親切に一
問づつ答えていました。ガバナー補佐として、
この様に心を込めて真剣に会話のやり取りを
している光景が見られる場所に同席できた事
を誇りに思います。
　７クラブの公式訪問すべて終了致しまし
た。どのクラブも歴史と伝統があり素晴らし
いクラブ運営が感じられました。
　公式訪問の折、長谷川ガバナーはいろいろ
と有意義な情報を提供され、改善点の指摘を
されておりました。これらの貴重な指摘が生
かされ、是非次年度に引継がれ、活発なクラ
ブ運営、地域・世界に喜ばれる奉仕活動等に
役立たせてほしいものです。
　これから下半期の大きな行事としてIMが
あります、２月22日（土）下館RCがホスト
開催致します。現在実行委員会を立上げ目下
奮闘中です。
　テーマは、今年度「未来の夢計画」で「地
区補助金・グローバル補助金を使用した報告
会」を予定しています。引き続き皆様方のご
支援とご協力宜しくお願い致します。

日向野　陽
第５分区ガバナー補佐

（下館）
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　ガバナー補佐を拝命してから、早くも５ヶ
月が経とうとしております。全くの手探り状
態からの出発ではありましたが、多くの皆さ
んのご協力のお陰で、何とかお役目が務まっ
ている状況です。
　先日の阿見RCをもちまして、事前訪問を
含む総てのガバナー公式訪問が終了いたしま
した。これで前半の大きな山を無事超えたこ
とになります。各クラブの公式訪問は、ガバ
ナーの暖かなお人柄から、皆さんあまり構え
たスタイルではなく、自然体での例会やクラ
ブ協議会となりました。その中にもガバナー
から的確なコメントがなされたことは、言う
までもありません。ただ個人的にはガバナー
補佐としての事前訪問の方が、余程大変だっ
たことを告白しなければなりません。他クラ
ブへのメイクアップの経験もあまり無く、ま
してや他クラブの現況報告書を一度も目にし
た事が無い状況では、それが当然かもしれま
せん。その意味では大変勉強になり、良い経
験をさせて頂きました。
　その現況報告書ですが、読んでみると意外
に適切でない表現や実態がある事に気付きま
した。その幾つかを挙げてみます。
・定款　標準定款と違う表現や記載漏れ等の

相違
・細則　役員・理事定足数等、細則との相違

総会での改正　⇒　正しくは定足数

を満たした例会で
・適切でない表現

財団の準フェロー　⇒　現在は財団
の友
新世代奉仕　⇒　現在は青少年奉仕

　今年は手続要覧が新しくなりますので、こ
の機会に見直しをして頂きたいと思います。
　分区の行事では、11月８日に親善ゴルフ大
会が行われました。全クラブから38名の参加
を頂き、盛大に開催できました。その際チャ
リティー基金として、皆さんから38,000円
の協賛を頂きました。これは財団への寄付と
いうことで、ガバナーにお渡しいたしました。
改めて皆さんに御礼を申し上げます。
　また、長谷川ガバナーが最も力を入れてい
る増強ですが、第６分区では６名の増強をす
る事ができました。各クラブの皆さんの努力
に感謝致します。
　後期と言うよりは最後の大きな山は、１月
18日に行われるIMです。今石岡87RCが総
力を挙げて準備をしておりますが、講師に地
元百里基地の司令をお招きして、日本の安全・
防衛について講演を頂戴する予定です。多く
の皆様方の参加をお待ちしております。
　前半の山を越えたとは言え、残された課題
はまだ沢山ございます。改めて皆様方のご協
力をお願い申し上げ、前半のご報告と致しま
す。

青柳　廣則
第６分区ガバナー補佐

（石岡87）
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　この度長谷川ガバナーの補佐として、第７
分区８クラブを担当させていただくことにな
りました。月日のたつのは早いもので、あっ
というまの半年でしたが、不安感が募るなか、
当クラブの５名のセクレタリーの皆様の助け
を戴きながら、浅学非才な私には常に勉強の
つもりで、ガバナー補佐の役目を務めてまい
りました。それも又各クラブの会長・幹事様
はじめ会員の皆様のご協力によるものと心か
ら御礼申し上げる次第です。
　当分区では第１回会長・幹事会を６月８日
に開催致し、本年度の長谷川國雄ガバナーの
地区テーマにあります「新しい奉仕活動への
挑戦」、１クラブ１名の会員増強と退会防止。
そして、ポリオ撲滅等の協力並びに分区運営
費のご協力を各クラブ会長・幹事様にお願い
し、今後の予定等につき御席を設けさせて戴
き、補佐へのご協力を重ねてお願いして懇親
を深めました。
　そして、早速６月17日から各クラブの例会
訪問となりました。クラブ訪問には2013-14
年度RIロン D. バートン会長、そして長谷川
ガバナーの目標についてのお話等にて終了
し、例会訪問は７月16日にて８クラブが終
了となりました。
　７月に入り、22日からは公式訪問を控え
ての例会への訪問となりました。各クラブで
の現況報告の内容等をチェック確認し、クラ

ブ協議会での報告で、各委員会の報告があり、
報告に対し注意と内容の確認をし、公式訪問
に向けての準備を進めてまいりました。
　扨、公式訪問が始まり、当７分区の訪問は、
８月７日が最初の公式訪問となり、私にとっ
て初めての公式訪問ですので、何となく落ち
着きのない日であったかなと思っておる所で
す。長谷川國雄ガバナーそして地区幹事様の
ご指導にてクラブ例会が始まり、長谷川ガバ
ナーのパワーポイントにてガバナー研修等の
お話にて例会が終了し、公式訪問にはいりま
した。公式訪問には、各委員会の報告にて
個々にメッセージが行われ、とどこおりなく
最初の公式訪問は終了となりました。こうし
て第７分区８クラブの公式訪問は11月22日
を最後に滞りなく終了となりました。この結
果、長谷川國雄ガバナーのテーマの退会防止
と会員増強は現在退会ゼロに、そして、会員
増強は３名と少しずつ近づいております。こ
れからも、後半に向かって努力を重ねてまい
る所存です。また当７分区では26年度には
いり、２月16日（日）がIMになりますので、
現在当水海道ロータリークラブでは、実行委
員会も発足し、第１回実行委員会が終了致し
ました。IMでは分区の懇親を目的に楽しみ
を戴けるよう水海道ロータリーラブ会員全員
で努力いたす所存です。

大塚　令昌
第７分区ガバナー補佐

（水海道）



12 RID2820 ◎ 2013-2014 No.7

GOVERNOR’S MONTHLY LETTER 07

上半期を振り返って

　第８分区６クラブが私の素晴らしいクラブ
です。ガバナー公式訪問をはじめとし、いつ
も快く迎えてくださり、うれしくありがたい
私です。
　私の初めてのガバナー公式訪問は、鉾田
RC７月23日、新年度早々でした。現況報告
書をまとめる事が大変と思い、鉾田RCに早
速出向き、その旨をお話すると「大丈夫、ち
ょっくら出来るから心配しないで」と言って
くださり、私は、安心して帰途となったこと
が印象でした。
　その私が、公式訪問の１週間前に立上がる
ことができなくなってしまい、入院となりま
した。病名は、「右変形性膝関節症」でした。
鉾田RCの会長様はじめ皆々様には「ガバナ
ー補佐の役を果たさず、心から申し訳なく思
っております。ごめんなさい。」長谷川ガバ
ナー様も「気にしないで体第一ゆえよく直し
なさい」と温かな言葉をくださり、ほろりと
した私でした。
　鉾田RCガバナー公式訪問の日は、ベッド
で現況報告書（123ページありました）を時
間を見ては、今この辺かなぁーと想像してお
りました。卓話を読ませていただいたり、落
ち着かない一日でした。卓話の中に感心する
ものばかりで、良い勉強をさせていただきま
した。
　８月８日、鹿嶋中央RCのガバナー公式訪
問です。私は、この時からデビューとなりま
した。とても暑く、鹿島神宮正式参拝後の境

内散策の時、ガバナーはじめ皆様汗でワイシ
ャツの襟は大変、休憩の時のかき氷は体の
隅々に行き渡り、生き返った感じでガバナー
と顔を見合わせニコリでした。ガバナー訪問
時、ガバナーはプロジェクターを使って、今
年度の方針、会員増強、ロータリー財団、米
山奨学など、どのクラブにもわかりやすく説
明をなされ、協議会は発表、質問に対し、簡
潔にご指導をいたしておりました。常にニコ
ニコとされ、疲れを見せず、立派と思いました。
　６クラブの中で、鹿嶋中央RCの協議会が、
四大奉仕だけの発表でした。委員長は、パス
ト会長でしたので、いろいろと経験豊富ゆえ
か、堂々と発表しており、こういう選び方も
いいものだと思いました。
　10月11日玉造RC、10月30日潮来RC、11
月１日鹿嶋臨海RCと、波崎RC合同ガバナー
公式訪問、皆様の温かい協力を得まして、全
クラブ終了となりました。全クラブのことを
書きたいのですが、紙面の都合にて失礼いた
します。各クラブを訪問し、私の心に残った
事は、活気あるクラブは増強に繋がるのでは
と思いました。新会員にロータリーの創設、
歴史、定款、奉仕部門に関する知識と理解を
深める「勉強会」、楽しみ会も加えて必要かと
思いました。例会欠席したら他クラブへのメ
ークアップをすることを進めたいと思います。
他クラブの良きところを得ることが大です。
　下半期に入り、IMの準備になります。よ
ろしくお願いいたします。

塚越　松江
第８分区ガバナー補佐

（玉造）
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　10月29日火曜日、長谷川國雄ガバナー、
水口地区幹事、塩沢地区会計長、大塚ガバナ
ー補佐、青木ガバナー補佐幹事をお迎えして
ガバナー公式訪問が行われました。
　予定では午前中、アポイントしてあります
中山龍ケ崎市長へ表敬訪問し、その後、竜ヶ
崎ロータリークラブで以前に市役所や文化会
館に贈呈した記念碑を見学することになって
いましたが急遽、市長に所用が入った為、午
前中は現況報告書を元にヒヤリングを行いま
した。
　当クラブでは現会長、幹事、会長エレクト、
副幹事が参加し、2820地区の現状や増強の目
標及び、今後のロータリークラブの在り方な
どで適切なご指導を頂きました。会議も終盤
に差し掛かった頃、中山市長が所用を終えた
とのことで急遽、会議場へ駆けつけてくれた
ハプニングと言いますかサプライズがあり、
大変有意義な午前中の会議が終わりました。
　12時半より例会が始まりました。そこで
は、長谷川ガバナーよりパワーポイン
トを用いて３つの重要事項につきご説
明を頂きました。
　まず１つ目は、今がロータリーの変
革の年であり「ロータリーとは何か」
ということやロータリー財団・未来の
夢計画の重要性。２つ目は、国際協議
会の報告ということで、１月14日か
ら５日間のサンディエゴでの模様やロ

ン D. バートンRI会長のメッセージの紹介。
３つ目は、2820地区のガバナーの目標やメ
ッセージを丁寧に説明して頂きました。
　例年は、国際協議会のパーティー会場での
模様や現地の観光スポットの話の比重が多か
ったのですが、長谷川ガバナーは現状を見据
えてその対応などを重点的にお話頂き、大変
参考になりました。
　例会終了後、写真撮影を行い、14時から
は各委員長を交えてクラブ協議会を行い、こ
の場においても各委員会毎に具体的なアドバ
イスを頂戴しました。
　16時から懇親会が行われ、控えていらっ
しゃったアルコールも予想以上に進み、当竜
ヶ崎ロータリークラブの雰囲気の良さにお褒
めの言葉を頂き、非常に和やかで思い出深い
ガバナー公式訪問になったと思います。
　早朝からお越し頂きました長谷川ガバナー
はじめ、多くの関係者の皆様方に厚く御礼申
し上げます。

杉野　訓男
竜ヶ崎ロータリークラブ

　会長　
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　長谷川國雄ガバナーをお迎えして、10月
30日（水）公式訪問が無事終了した事をご
報告いたします。
　10時30分に、山口宗司SAAの運転する車
に長谷川國雄ガバナーと西内三雄会長、ガバ
ナーと大学が同期生であります当クラブの榊
原有司副会長が同乗いたしまして、私の運転
で塚越松江ガバナー補佐、野原小右二セクレ
タリーそして米田英雄地区副幹事の８名で潮
来市役所に表敬訪問をいたしました。副市長
の小林貴成様にお会いし、潮来市が最重要視
しております市民の健康つくりに一役して頂
きたく、協賛金として目録をお渡しして記念
撮影をしてまいりました。
　このあと前会員でありました谷玄明さんが
住職をしております長勝寺に参拝をして、お
茶のおもてなしを頂いて、長勝寺の創建のお
話を聞きながら住職に境内を案内して頂き、
記念撮影を撮って、会員が待っている会場に
戻り、別室にて今回の役員協議会、現状報告
書に沿い、ガバナーの御指導を受け、会員の
皆さんが待っている会場へ拍手の中お席に着

かれ、まず、長谷川ガバナーのプロジェクタ
ーを使用しながらの卓話を聞いた後、昼食を
してからクラブ協議会に入りました。現状報
告書に沿って各委員長が報告をしてガバナー
より其の都度の御指導を受け、最後に講評を
受けました。また、塚越松江ガバナー補佐よ
り感想を頂きました。クラブ協議会が終了し
た後、ガバナーを中心に全員で記念撮影をし
まして、別室にて長老の坂本恒徳会員乾杯の
発声で懇親会を開催し、会員の歌などで楽し
く過ごすことが出来、長谷川國雄ガバナーの
公式訪問の一日が終了しました。
　長谷川國雄ガバナーにおかれましては、連
日過密なスケジュールにもかかわらず、終始
和やかな雰囲
気で接して頂
きました事に
対しまして、
当クラブ会員
一同感謝申し
上げます。お
疲れ様でした。

平山千恵子
潮来ロータリークラブ

　幹事　
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　第2820地区長谷川國雄ガバナー、池田勇
夫第３分区ガバナー補佐、塩沢富夫地区会計
長、久信田秀一地区副幹事、車孝則ガバナー
補佐セクレタリーをお迎えしてガバナー公式
訪問が10月31日（木）に執り行われました。
　公式訪問に先立ちまして、笠間芸術の森公
園にある40周年記念事業で植樹をした桜の
木をご覧いただいた後、同公園内の工芸の丘
クラフトヒルズで笠間焼の絵付け体験をして
いただきました。その後、菊まつり開催中で
大変賑やかな笠間稲荷神社の例会場に戻り、
長谷川ガバナーをはじめ地区役員の皆様と当
クラブ役員との事前協議を行い、クラブ現況
報告書をもとにいろいろとご助言を頂きまし
た。
　例会での長谷川ガバナー卓話では、本年度
はロータリーにとって変革の年になること
や、RI会長のテーマ・第2820地区の目標に
ついてプロジェクターを活用して解り易く説
明を頂きました。その中でポリオプラス・未
来の夢計画・会員増強への取り組み、そして
公共イメージの向上がいかに重要なものかを
説かれ会員もより理解を深めたことと思いま
す。
　例会終了後、記念撮影を挟んでクラブ協議
会に移りました。協議会では、各委員長の本
年度の事業計画や活動状況の説明に対し、世
界のロータリークラブの現状や具体的な事例

や方策を取り上げながら丁寧な指導助言を頂
きました。今後のクラブ運営に役立ていきた
いと思います。また、講評のなかでも会員増
強、特に若い会員の増強が課題であることを
お話し頂きましたが、これは会員数の減少・
高齢化の進む笠間RCにとって最優先に取り
組まなければなら課題であることを痛感して
おります。
　長谷川ガバナー・池田ガバナー補佐を始め、
地区役員の皆様には長時間にわたりご指導を
頂きありがとうございました。大変有意義な
公式訪問となりましたこと会員一同心より感
謝いたします。

稲見　仁史
笠間ロータリークラブ

　幹事　
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　11月１日（金）、長谷川ガバナー、塚越ガバ
ナー補佐、野原ガバナー補佐セクレタリー、
鈴木地区副幹事、金原地区副幹事をお迎えし
て、波崎ロータリークラブとの合同によるガ
バナー公式訪問が開催されました。
　９時50分に両クラブの会長、会長エレクト、
幹事、会計で長谷川ガバナーをお迎えしまし
た。到着後、10時から両クラブ合同の事前
協議に入りました。当クラブとして締結して
います外国の３姉妹クラブのお話に花が咲き
ました。11時から市内散策に出かけました。
散策場所は、10月下旬に完了したばかりの、
今年度補助金事業の神栖防災公園への桜の木
の植樹視察と、鹿島臨海工業地帯が一望でき
る、みなと公園の展望塔散策です。休憩後、
12時30分より合同例会が鹿島臨海ロータリ
ークラブの宮澤会長の点鐘で始まりました。
両クラブ会長挨拶の後、長谷川ガバナーか
ら卓話をいただきました。「今年度はロータ
リー108年の歴史の中で大きな変革の年であ
る。例えば、ロータリーの目的の日本語訳の
見直しです。これは、ロータリーで使われて
いる難解な言葉をもう少し平易なものとし、
我々ロータリアンは勿論、一般の人々にも解
りやすくしようとするものです。ロータリー
とは何なのだと、誰にでも説明できるように
する。これがロータリーの認知度と、公共イ
メージの向上に繋がります。しかし、変革も
やみくもに変えるというものでは決してあり
ません。変わらなければいけないものと、変
わってはいけないものがある。ロータリーの
目的を変えてはいけません。目的を達成する
ための手段は、世間の変化につれて変えてい
かなければいけない事でしょう。ロータリー
は曲がり角に来ていると言われていますが道
標と道程があります。それはRIの戦略計画・
未来の夢計画である。」とのお話しをはじめ
数々貴重な内容でした。その後、長谷川ガバ
ナーを囲み合同の記念写真を撮影しました。

休憩をとりクラブ協議会へと進みました。
　クラブ協議会では、会員組織委員会に対し
て新会員へのオリエンテーションの重要性
や、女性会員の確保について詳細な助言をい
ただき、会報・広報委員会には隠れたベスト
セラーと言われているロータリーの友を、例
会時に特に紹介したいページがあれば取り上
げてみる。さらに親睦委員会にはクリスマス
パーティ・新年会・観月会などを家族例会と
し、ロータリークラブを家族に理解してもら
う機会を多くするなど、貴重な助言をいただ
き、あっという間に１時間が経過してしまい
ました。長谷川ガバナーにとって早朝からの
大変ハードなスケジュールの最後、ガバナー
を囲んでの波崎クラブと合同の懇親会が始ま
りました。まず、塚越ガバナー補佐から合同
公式訪問の感想をいただき、今回で８分区最
終訪問になります同塚越ガバナー補佐の乾杯
の後、緊張が解け和やかな雰囲気となりまし
た。長谷川ガバナーの穏やかなお人柄が両ク
ラブの会員に伝わったのか、次から次へと杯
を片手にガバナーを囲んでの懇談が最後まで
続き、両クラブ会員総立ちで感謝の拍手でお
見送りしました。鹿島臨海ロータリークラブ
と波崎ロータリークラブにとって意義あるガ
バナー公式訪問となりました。ガバナーをは
じめ、おいでくださいました地区役員の皆様
ありがとうございました。

保立　　健
鹿島臨海ロータリークラブ

　幹事　
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　11月１日（金）は、波崎ロータリークラ
ブと鹿島臨海ロータリークラブの合同ガバナ
ー公式訪問の日、当日は朝から穏やかな一日
となりました。
　例会場の鹿島セントラルホテルに９時30分
過ぎに長谷川ガバナーは到着され、波崎RC長
谷川会長と鹿島臨海RC宮澤会長で歓迎のお
出迎えをさせて頂きました。ガバナーはくつ
ろぐ間もなく塚越ガバナー補佐と共に事前協
議を行い、両クラブ会長・幹事、両クラブ会
長エレクトに、両クラブの現状やクラブの抱
える問題等に熱心に質問されておりました。
約１時間の事前協議の中で、私共の質問には
とても丁寧にお答え頂き、会議も和やかなう
ちに終了しました。会議の中に長谷川ガバナ
ーの優しいお人柄に接する事が出来ました。
　11時より神栖市内の案内をさせて頂き、
現在建設中の防災公園で鹿島臨海RCの地区
夢計画事業で実施した桜の木の植樹場所を見
学され、港公園の展望塔からは鹿島港や鹿島
コンビナートの全景を見て頂きました。
　12時30分からの例会においてはガバナー
の方針とプロジェクターを使ったRI会長の
方針等をわかり易くお話しをして頂きまし
た。例会終了後にはガバナーを囲んでの記念
写真の撮影となりました。
　今回は合同例会の為に協議会は２クラブ
別々での実施となりました。ガバナーには長

時間にも関わらず各委員長の発表に対して丁
寧にご指導を頂き、予定時間を30分もオー
バーして終了致しました。優しく温厚な口調
がとても印象的でした。
　塚越ガバナー補佐より波崎ロータリークラ
ブの事業に、お褒めの言葉を頂きました事感
謝申し上げます。
　16時30分より懇談会が開催されて長谷川
ガバナー、塚越ガバナー補佐、鈴木地区副幹
事、金原地区副幹事、両クラブ会員が楽しい
懇談の時間を過ごし、長谷川ガバナーと身近
にお話が出来た会員も多く本日の公式訪問は
内容の濃い合同例会でありました。
　最後に長谷川國雄ガバナーにおかれまして
は、早朝より合同公式訪問の為お越し頂き、
私達に適切なご指導を頂いた事に深く感謝
申し上げますと共
に、2820地 区 発
展の為ご活躍され
る事をご祈念申し
上げます。

篠塚　茂男
波崎ロータリークラブ

　幹事　
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　11月５日（火）長谷川國雄ガバナー、水
口二良地区幹事、篠原勉地区副幹事、池田勇
夫第３分区ガバナー補佐、車孝明補佐セクレ
タリーをお迎えして、公式訪問を開催する事
が出来ました。当クラブの例会は通常、常陽
銀行本店の大会議室を例会場にしております
が、当日の様々なスケジュールを考慮し、三
の丸ホテルにて開催するはこびとなりました。
　長谷川ガバナーと、会長・会長エレクト・
幹事との協議会、和やかな雰囲気の中、限ら
れた人数での協議会は、忌憚のないお話を伺
う事ができ、本年度６月までの、クラブ運営
に役立つヒントを沢山頂きました。
　例会では、水戸南RCの佐藤衛PGも当クラ
ブ例会にメークアップにこられました。
　当クラブ会員の吉澤繁男PG・井上壽博PG
も含め、パストガバナー３名に長谷川ガバナ
ーとなり、司会の片岡会場委員長もかなり緊
張した中、例会がスタートしました。
　長谷川ガバナーの講演は、パワーポイント
の資料をもとに、ユーモアもあり、今年度の
RI方針や、第2820地区の目標が明確に示さ
れ、非常に判りやすい講演でした。
　例会終了後、会場を移動して集合写真の撮
影を行い、14時よりクラブ協議会を開催させ
て頂きました。各委員長からの発表に真剣に

耳を傾けられ、適切なアドバイスを頂き、今
後の委員会活動に弾みがついた事と思います。
　また協議会に出席した、入会３年未満を中
心とした会員にも、水戸ロータリークラブの
各委員会の動きについて、判りやすいガバナ
ーのお話で、理解度が深まった協議会となり
ました。
　懇親会では、長谷川ガバナーから各テーブ
ルにお酒を注いでまわられ、テーブルの各所
でお話が盛り上がり、懇親会に参加した会員
全員が、ガバナーの元気を頂けた事に感謝申
し上げます。
　長谷川ガバナーのお父様は、水戸ロータリ
ークラブ第25期の会長をされており、その
時の会員数が117名、現在の当クラブの会員
数も117名です。
　偶然の事とは思いますが、当クラブと長谷
川ガバナーとのご縁を感じさせて頂けた、公
式訪問となりました。長谷川ガバナー、水口
幹事、池田ガバナー補佐、篠原地区副幹事、
車補佐セクレタリー、サプライズ参加の佐藤
PG、ありがとうございました。まだまだ、
来年の６月まで地区の活動も続きますが、ご
健康に留意され、2013-2014年度第2820地
区の発展をご祈念申し上げ、ガバナー公式訪
問報告とさせて頂きます。

川名　信博
水戸ロータリークラブ

　幹事　
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　11月６日（水）当クラブ例会場（常陽銀行
大子支店２階）において長谷川國雄ガバナー、
赤岩地区副幹事、鶴田敦第２分区ガバナー補
佐、栃木セクレタリーをお迎えして公式訪問
が行われました。
　11時前にご一行が到着、はじめに役員協
議会が和やかな雰囲気の中で進行しクラブの
活性化、会員増強などについて丁寧なご指導
を頂きました。
　12時30分から例会が行われ桜山会長の歓
迎のあいさつ、昼食をはさんで長谷川ガバナ
ーからの卓話を頂きました。卓話ではパワー
ポイントを使って「ロータリーの変革年、国
際協議会報告、地区目標等」について説明を
頂き、会員のロータリーへの関心をより深め
ることができました。
　例会終了後、記念写真撮影、14時からク
ラブ協議会が開かれ各委員会から事業内容及
び経過報告が行われ、委員会活動に対しガバ
ナーから親切丁寧なアドバイスとご指導を頂
きました。今後の委員会活動に生かして活動
の充実を図っていきたいと思います。
　そのなかで社会奉仕委員会の保育園児との

「遡上サケの観察会（11月）、サケの稚魚育
成・放流（２月）」、国際奉仕委員会のタイコ
ラートRCと継続している共同プロジェクト
支援事業「今年はラムタコン周辺小学校への
浄水器支援事業」などについて評価をいただ
きありがとうございました。
　16時から会場を福寿荘に移し「長谷川ガバ
ナーを囲んでの懇親会」が鶴田ガバナー補佐

の乾杯ではじまり、和やかな中での懇談が行
われ有意義な時間を過ごすことができました。
　今回の公式訪問を通して会員増強等につい
ていくつかの事例を紹介頂き、また財団の補
助事業の活用などについて説明など、当クラ
ブ運営の新たな方向を考えるきっかけを頂き
ました。
　ガバナーはじめ役員の皆様には、これから
も公式訪問、諸行事
が続きますのでご健
康に留意されご活躍
されますようご祈念
申し上げ報告とさせ
ていただきます。

岡田　和夫
大子ロータリークラブ

　幹事　
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　11月12日（火）長谷川ガバナー、第６分
区青柳ガバナー補佐、水口地区幹事、水越地
区副幹事、島田ガバナー補佐セクレタリーを
お迎えしてガバナー公式訪問が行われました。
　ご到着後早速、片岡信彦PG、正副会長、
正副幹事、海老原SAAと午前中いっぱい協
議を頂き、午後から例会を経て、記念撮影を
行い、その後クラブ協議会、インターアクト
メンバー・ローターアクトメンバーとの懇談
会と誠にあわただしいスケジュールの中、常
に笑顔を絶やさない長谷川ガバナーにクラブ
会員一同感服しておりました。
　長谷川ガバナーのお話の中で、PCを使っ
て行うＥクラブ（例会をネット上で行うシス
テム）について、あるいは昼間例会を行って
いるのは日本だけであること、女性会員をも
っと勧誘すべきことなど、会員増強の施策を
強く打ち出されたくだりは大変興味深く拝聴
いたしました。
　また、クラブ協議会におきましては、当ク
ラブの委員長からも会員増強に関連する委員
会を活性化するにはどうしたらよいか等、活
発な意見交換がなされ有意義な、かつ和やか
な時間を過ごさせていただきました。
　私ども土浦南ロータリークラ
ブは委員会だけでも22という
数に上りますが、長谷川ガバナ
ーにおかれましては、その一つ
一つに丁寧にお応えになられ、
あるときはユーモアを交え、あ

るときは穏やかな中にも確固とした信念を示
していただきました。
　懇親会の席では本来はお好きだと思われる
日本酒を封印なされたようでしたが、私ども
のクラブ会員とかなり長い時間歓談を頂きま
した。
　予定されていた時間を少しオーバーして、
ほぼ丸１日お付き合いを頂いた長谷川ガバナ
ー、第６分区青柳ガバナー補佐、水口地区幹
事、水越地区副幹事、島田ガバナー補佐セク
レタリーに会員一同心から感謝申し上げます。
　私ども土浦南ロータリークラブは来年50
周年を迎えます。より一層の各会員間の親睦
を深め、長谷川ガバナーにご指導いただいた
事柄をしっかりと実行していきたいと考えて
おります。以上をもちまして長谷川國雄ガバ
ナー公式訪問報告とさせていただきます。

清野　宏之
土浦南ロータリークラブ

　副幹事　
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　「楽しくなければロータリーではありませ
ん。固くなると楽しくないですから、ざっ
くばらんにいきましょう。」という長谷川ガ
バナーの明るい言葉で、平成25年11月14日

（木）、水戸好文RCのガバナー公式訪問が始
まりました。
　ご存じのとおり、水戸好文RCは女性を中
心として誕生したクラブで、長谷川ガバナー
が今年度の重要事項として強く掲げる「会員
増強」がなかなか果たせずにいる少人数クラ
ブです。例会の時間帯や高い会費がネックに
なっていることに対して、「お昼に例会をや
っているのは、世界で36％です。世界的な
傾向では例会は夜やっているところの方が圧
倒的に多いです。好文RCでも夜の例会を試
してみて、その方がよければ、夜にしてもい
いと思います。理事会の決定で変えられます
ので、皆さんで話し合って、皆さんが一番出
やすい曜日、時間にしたらいいと思います。
朝の例会をやっているところもあります。ホ
テルの朝食バイキングで食事をして、例会を
やって、それぞれみんな仕事に行く、という
ものでもいいと思います。年会費のうち例会
費に占める割合も、好文RCは少し高くなっ
ています。このあたりも検討してみるといい
と思います」とご助言をいただきました。
　また、「好文RCの特徴は、女性が中心とい
うことだけではなく、若いですね。ぜひ若い
人たちも入会できるクラブにするために、例
会時間帯や会費など、変えられるところは理
事会の承認を得て、自分たちが活動しやすい
ように変えていってください」と未来に向け
た言葉をいただきました。
　今回の公式訪問で、長谷川ガバナーのあた

たかいお人柄に触れ、またご高齢にも関わら
ず大変熱心にご公務をこなされているお姿を
拝見し、本当に頭が下がる思いでした。
　また、御同行いただきました池田ガバナー
補佐、水口地区幹事、奈良地区副幹事、柳下
ガバナー補佐セクレタリーの皆様にも、さま
ざまなお話し、アドバイスをいただき、とて
も気持ちの改まる思いでした。
　好文RCの幹事として、クラブの人数が少な
く、今までも一人で何役も兼任する状況など
個々の負担やこれからの負担を考えると、自
分自身も弱気でした。今回のガバナー公式訪
問で、また気持ちを立て直し、自分たちのク
ラブを「誇りをもてるクラブ」にしていくた
めに、自分たちの力でよいクラブをつくり上
げるそのプ
ロセスを、
クラブのメ
ンバーと共
有し、苦楽
を共にして
いきたいと
思いました。

藤澤　利枝
水戸好文ロータリークラブ

　幹事　
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2013年11月15日　金曜日　天候　曇り
　ザ・ゴルフクラブ竜ヶ崎にて、開催致しま
したガバナー公式訪問の報告を致します。
10：30　長谷川ガバナー到着
　横澤会長、海老原幹事、地区委員、大塚ガ
バナー補佐、青木分区セクレタリー、当クラ
ブ会員でお出迎え。
11：00～12：00　例会前のガバナーとの意

見交換会
　長谷川ガバナーをはじめ、ガバナー補佐、
地区副幹事、分区セクレタリー、当クラブ会
長、幹事、次年度会長、次年度幹事で意見交
換会を、一番景色の良い「利休」にて開催し
ました。
12：30～13：30　例会
　開会（点鐘）、ロータリーソング「奉仕の
理想」、ゲスト紹介、ビジター紹介、会食、
会長報告、幹事報告、ニコニコボックス紹介
と定例事項を行い、横澤会長より長谷川ガバ
ナーのプロフィールを御紹介させて頂き、引
き続いてガバナーより御講和を頂き、例会を
閉会（点鐘）させて頂きました。
13：45～13：50　記念撮影
14：00～15：15　第５回クラブ協議会
　全委員会の活動状況の経過報告発表後、ガ
バナーより講評を頂きました。以下は主な内
容です。
　「１名の会員の増強をされましたが、職業
分類表にまだ
未充填分野が
あるためこれ
からも更なる
会員の増強に
活動されるよ
う、また出席
率がもう少し
上がるように

努力して頂きたい。プログラムは、初心に帰
り基本の勉強をされているようですが、新入
会員の方には難しいのではと思います。職業
奉仕については、会員の皆さんが職業奉仕を
実行されている。社会奉仕は、この地域に合
った事業を継続されて、現在まで至っている
ことが分かりました。ライラセミナーは、毎
年参加をしてもらい今年は、２名の学生を推
薦して頂きました。国際奉仕は、姉妹クラ
ブのグアム・サンライズロータリークラブ
とWCS事業をお互いに計画し実施していま
す。今年は、地区補助金事業に申請して、既
にその事業も実施済みのようです。なお、米
山記念奨学会の寄付、ロータリー財団の寄付
もこれまで同様、お願いします。」
　以上のように講評を頂き意義のあるクラブ
協議会を開催致しました。長谷川ガバナー有
り難う御座いました。最後に、大塚ガバナー
補佐より御感想を頂きました。
15：30～16：30　懇親会
　別室（シャコンヌ）にて軽食、お酒、ビー
ル、ノンアルコールビール、ソフトドリンク
などを召し上がりながら、一般の会員の方と
も意見の交換を頂きました。16：30に閉会し、
お見送りをさせて頂きました。

海老原　賢
龍ケ崎中央ロータリークラブ

　幹事　
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　まっ青な秋空に野山の木々の紅葉が映えた
素晴らしい日に、ガバナーをお迎えできたこ
とに、一同感激致しました。「会員の日頃の
心掛けですョ。」「ウンウン。」とお互い喜び
の雰囲気があり、本当に素晴らしい日に感
謝・ありがとうです。こうした秋の１日の
11月21日、長谷川國雄ガバナー・青柳廣則
ガバナー補佐・鈴木憲一地区副幹事・島田哲
６分区セクレタリーの皆様をお迎えしてガバ
ナー公式訪問が始まりました。
　最初の役員協議会に於いては、気軽で温和
なお話し方で、私達のクラブ活動の様子や会
員談などをお聞きになり、公式訪問の緊張感
が和らぐ思いでした。次に通常例会。皆の拍
手で会場にお迎えし、いつも通りの例会を開
きました。ここでは来賓として会員に紹介が
ありました。委員長報告の中に忘年会があり、
現地集合について多々の意見が入りガバナー
も苦笑しておりました。閉会後記念撮影、皆
それなりに写っていました。次はいよいよク
ラブ協議会、各委員長の活動報告があり、途
中に休憩を含め２時間強となりました。各委
員長は自然体で報告し、ガバナーはその度う
なずき適切なアドバイスと近隣クラブの例を
挙げ、訓話を下さいました。当クラブの注目
活動は、小学生と保護者約百人参加で実施し
た警察署見学会とバーベキュー＆流しそうめ
ん。白バイ試乗・指紋採取・バーベキューの
参加者が大喜びだったという感想がありまし
た。ガバナー総括講評では、
ロータリー夢計画・クラブ
の新しいページを開こうと
呼びかけ、☆ロータリーの
変革の年（108年の歴史の
変革・言葉を易しくし、み
んなにロータリーを知って
欲しい）、☆国際協議会の

報告（未来の夢計画⇒クラブ会長・幹事・会
員で変革していく）、☆第2820地区の目標

（ロータリーは変わらなければならないもの
と変わってはいけないものがある）を軸にサ
ンディエゴでの国際会議への参加時の５日間
をお話しされ、特に、ポリオプラス・未来の
夢計画・会員増強を強調されました。最後に、
ロータリー活動は、皆様の双肩にかかってお
ります。皆様のご協力がなければ成功はあり
ません。よろしくお願い申し上げます、と付
け加え閉会となりました。次は、いよいよお
楽しみ懇親会、無礼講でロータリー以外の分
野のお話もあり、人間味あふれるガバナーの
一面を拝見致し、阿見ロータリーにとり有意
義な１日となりました。
　お世話になりました長谷川ガバナーはじ
め、役員の皆様のご健康とご活躍を祈念し、
報告とさせて頂きます。

久保谷　充
阿見ロータリークラブ

　会長　
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　11月22日金曜日、秋晴れの中、長谷川國
雄第2820地区ガバナー、ならびに及川譲地
区副幹事、大塚令昌第７分区ガバナー補佐、
斉藤広巳ガバナー補佐幹事をお迎えして、本
年は単独で行われました。
　公式訪問スケジュールの概要は以下のとお
りです。
10：00～11：00　例会場守谷市市民交流セ

ンターにおいてガバナー
お迎え、特別老人ホーム
峰林荘訪問

11：00～12：00　事前協議（長谷川ガバナ
ー、大塚ガバナー補佐、
片桐守谷RC会長、橋本
守谷RC幹事）

12：00～12：30　食事（寿し屋の小平治の
仕出し弁当）

12：30～13：30　例会、長谷川ガバナー卓
話、中村新会員の入会式

14：00～15：00　クラブ協議会
15：30～17：00　懇親茶会（さくら坂　ビ

バーチェ）
　まず、社会福祉法人・特別老人ホーム「峰
林荘」の訪問では、地区新補助金で贈呈した
和太鼓、施設を見学。
　事前協議におかれましては、当クラブ片桐
会長よりクラブ現況報告の概略の説明に対し

てガバナー・ガバナー補佐より多項目にあた
りご指導を賜りました。その他、当クラブの
特徴で例会時の食事は持参することになって
おり、それに伴い例会関係の会食費が小額で
あることにガバナーは驚かれました。
　食後の例会では、中村和正会員の入会式に
続いて長谷川ガバナーの卓話が行われまし
た。アメリカでの研修会の様子、ロン D. バ
ートンRI会長の目標、長谷川ガバナーの「新
しい奉仕活動への挑戦」について分かりやす
く解説いただきました。
　クラブ協議会では、当クラブの各委員会ご
とに報告させていただき、各項目ごとにガバ
ナーよりご指導いただきました。「未来の夢
計画」については財団の資金を大いに活用し
て頂きたいとのご指導をいただきました。
　懇親茶会では、ロータリークラブ以外のお
話もできて大いに盛り上がりました。
　最後ではありますが、長谷川國雄ガバナー
におかれましては、ご趣味のゴルフもできな
いほどのお忙しさの中、終始笑顔でのご対応、
当クラブ会員一同感謝申し上げます。ありが
とうございました。

橋本　秀明
守谷ロータリークラブ

　幹事　
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　11月25日（月）午前10時すぎ、長谷川國
雄ガバナーはじめ水口二良地区幹事、橋本哲
地区副幹事が、当クラブ例会場である京成ホ
テルへ早々とお越しいただきました。
　11時４Ｆ事前協議会場にて、事前協議が行
われました。ここでは、本日のスケジュール
の確認の後、３つのテーマが話題となり、長
谷川ガバナーはじめ水口地区幹事から適切な
助言・指針をいただきました。
　まず、会員増強についてのガバナーの問い
かけに対し、大木会長から現在４名に当クラ
ブへの入会を打診しているところであり、来
年にも２名が入会する見込みであるとの説明
がありました。ガバナーからは、会員増強は
急務の取り組みであり、クラブ会員が一丸と
なって対処しなければならないこと。また、
企業経営者である女性会員の入会は、ロータ
リークラブをさらに活性化することが実証さ
れているので、水戸さくらRCも検討されて
はというお話もありました。
　次に、未来の夢計画についてのガバナーの
問いかけに対し、大木会長から、本年度は、
児童養護施設である社会福祉法人みどり園を
対象に未来の夢計画の実施要件に則った支援
事業を実施したことを説明しました。また、
フィリピンのインタラムロスへの台風被害の
支援事業を検討していることも説明しました。
　効果的なクラブ運営については、中期、長
期的なクラブ活動計画の策定が必要であり、
そのためにはクラブ会員が一丸となっての取
り組みが求められるとの指針が示されまし
た。また、ロータリー活動も地域貢献を重視
する姿勢と活動内容の継続性を求められるよ
うに変化してきているとの助言がありました。
　12時30分からの例会では、長谷川ガバナ
ーから記念講演をいただきました。
　クラブ協議会では、長谷川ガバナーは各委

員会の活動報告を丁寧に聞き取り、ユーモア
を交えながら的確な助言をしてくださいまし
た。高野義久奉仕プロジェクト委員長からの
未来の夢事業にかかる社会福祉法人みどり園
に対する奉仕活動報告には、その計画や実施
内容の深さが更にクラブの一体感を深め、ま
た、地域への社会貢献についてロータリーク
ラブの存在感を高めるものと評価してくださ
いました。
　最後に、長谷川ガバナーから、「会長方針
に基づきクラブ運営がとても良くなされてい
ると感じた。休会者等を除くと実質22名の
会員でこれだけの活動をすることは大変でも
あるので、特に若い人や女性会員の入会が会
を活性化することにつながるので特に会員増
強には力を入れてください。」との総括講評
をいただきました。
　16時、大木会長の挨拶でクラブ協議会が
閉じられました。その後１時間ほど、レスト
ランスムスにて懇談会が行われました。長谷
川ガバナー、水口地区幹事、橋本地区副幹事
の皆様、長時間にわたるご指導有難うござい
ました。

根本　佳典
水戸さくらロータリークラブ

　幹事　
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　11月26日（火）2013-2014年度国際ロー
タリー第2820地区長谷川國雄ガバナー、水
口二良地区幹事、池田勇夫ガバナー補佐、大
原康宏地区副幹事、町田政禧ガバナー補佐セ
クレタリーをお迎えして、公式訪問を開催致
しました。
　日程は、次のとおりとしました。
　10：30～12：00　正副会長・幹事との協

議会
　12：30～13：30　例会
　13：30～13：50　記念撮影
　14：00～16：00　クラブ協議会
　16：10～17：00　懇親会
　10時30分から、正副会長・幹事との協議
会では、今年のRIテーマ「会員増強」「ポリ
オプラス」「未来の夢計画」などについて、
アドバイスをいただきました。
　12時からのクラブ例会では、本日入会し
た遠藤会員の入会式を行い、長谷川
ガバナーにロータリーバッチを直接
取り付けていただきました。
　卓話では、ガバナーより国際協議
会での研修報告、ロン D. バートン
RI会長の運営目標などプロジェク
ターで解りやすく説明をしていただ
きメンバー一同理解を深めることが
できたのではないかと思います。
　例会終了後は、記念撮影をしクラ
ブ協議会に入りました。
　クラブ協議会では、友部ロータリ
ークラブの事業である、タイでのマ
ングローブ植樹、幼稚園・保育園児
による陶芸展、ふるさとまつりイン
かさまでの笠間焼の絵付などを各委
員会から報告説明致しました。ガバ

ナーは各委員会の事業計画をお聞きになり、
時折談笑を交えながらも丁寧にわかりやすく
ご指導をいただけました。各委員長とも大変
参考と勉強になったクラブ協議会でした。
　クラブ協議会後、会場の部屋を変え懇親会
が行われました。お心を開いて親しく会員に
接し、当クラブメンバーもガバナーとの懇談
を楽しみました。
　長谷川ガバナーを始めとします役員の皆様
には、長時間に亘る中、
丁寧にご指導・ご教授
頂きまして会員一同感
謝し、益々のご活躍を
御祈念いたしまして、
友部ロータリークラブ
のガバナー公式訪問の
報告とさせていただき
ます。

高橋　　智
友部ロータリークラブ

　幹事　
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　11月27日水曜日、水戸プラザホテルにて
水戸西ロータリークラブガバナー公式訪問が
行われました。当日は、長谷川國雄ガバナー、
池田勇夫ガバナー補佐、水口二良地区幹事、
篠原勉地区副幹事、柳下義男ガバナー補佐セ
クレタリーがお見えになりました。
　水戸西ロータリークラブの面々は、いつも
のようにチームワークで家庭集会・委員会等
を開催し、会場・親睦活動委員会に至っては
何度もプラザホテルに足を運んで予行演習を
行いました。しかしこんな時、当クラブ平松
会長が突然の病の為入院加療が必要となり、
私幹事としては不安と心配で眠れない日々が
続きましたが、さすが西クラブ、仲間たちが
争うように次々と私をアシストし、その日を
迎えることとなりました。
　長谷川國雄ガバナーはとてもフランクな方
で、会長幹事会・クラブ協議会ともに活発な
意見の交換がなされました。特に情報委員会
の新会員の為の当クラブ作成のWELCOME 
TO ROTARY CLUB OF MITO-NISHI

（ロータリーとは何ぞや）やロータリー用語
集の冊子などについてはお褒めの言葉をいた
だき、さらには２か月に１回の情報委員会で

新入会員との親睦会を開いていることにも興
味を示して頂きました。ガバナーによると、
RI自体も「ロータリーを簡単に皆にわかり
やすくという方向にシフトし、そのような取
り組みをしているようです」ということでし
た。また、米山奨学・ロータリー財団につい
てもすばらしいとお褒めをいただき、一同活
動に一層励むことを誓い合った次第でした。
その後、写真撮影・懇親会と続きましたが、
和気あいあいとした時間は、あっという間に
過ぎ去り笑いの絶えない懇親会は手前ミソで
はありますが、ガバナー他一同の皆様には
我々水戸西ロータリークラブの活動とチーム
ワークの良さを御理解していただいたものと
自負している次第であります。
　最後に、沢山のクラブを訪問しお疲れも出
ようという後半で、ガバナーのバイタリティ
ーに溢れるご
指導にはただ
ただ頭が下が
る思いでした。
　本当に有難
うございまし
た。

金澤　卓也
水戸西ロータリークラブ

　幹事　
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次年度（2014-2015年度）行事日程についてのお知らせ
国際ロータリー第2820地区　 　　　

ガバナー　長谷川國雄
ガバナーエレクト　藤居　彰一

地区幹事　鈴木　一良

　拝啓　地区内ロータリアンの皆様には時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。ま
た平素は格別のご協力を頂き、厚く御礼申し上げます。
　さて、今年度も、次年度の準備を進める時期となってまいりました。当地区におきましては、
藤居彰一ガバナーエレクトにより、下記の日程にて３大会を開催させていただきますので、ご
協力を賜りますようお願い申し上げます。
　各大会の次第等の詳細につきましては、改めてお知らせをさせていただきます。

敬　具　

記

１　2014-2015年度地区チーム研修セミナー（DETS）
　　日　時：平成26年３月１日（土）
　　会　場：ホテル天地閣（日立市旭町2-6-13）
　　対　象：2014-2015年度地区役員、地区委員会総括委員長・委員　等

２　2014-2015年度クラブ会長エレクト研修セミナー（PETS）
　　日　時：平成26年３月８日（土）・９日（日）
　　会　場：ホテル天地閣（日立市旭町2-6-13）
　　対　象：2014-2015年度地区役員、クラブ会長、地区委員会総括委員長　等

３　2014-2015年度地区研修・協議会（DA）
　　日　時：平成26年３月23日（日）
　　会　場：日立シビックセンター（日立市幸町1-21-1）
　　対　象：2014-2015年度地区役員、地区委員会総括委員長・委員、クラブ会長・幹事・
　　　　　　参加要請をする各委員会委員長　等

※地区役員は諮問委員、ガバナー、ガバナーエレクト、ガバナーノミニー、地区幹事、会計長・資金委員、
ガバナー補佐各位です。
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訃報　謹んでお悔やみ申し上げます

【入会年月日】
  1991年７月26日
【職 業 分 類】
  機械設計
【寄　付　歴】
  財団寄付

  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）
  ２回

日立RC　河
かわい
合　操

みさお

（享年70歳）
昭和17年11月12日生
平成25年11月 ４日逝去

土浦RC　青
あお
木
き
　孝
たか
之
し

（享年66歳）
昭和22年10月 ８日生
平成25年10月12日逝去

【入会年月日】
  1988年１月８日
【職 業 分 類】
  不動産管理
【ロータリー歴】
  1996-1997年度

  ロータリー財団委員長（理事）
  2011-2012年度

  国際奉仕委員長（理事）
  2013-2014年度

  社会奉仕委員長（理事）
  その他クラブ各委員長歴任
【寄　付　歴】
  マルチプル・ポール・ハリス・

フェロー（４）
  米山功労者（４）

河合　　操 青木　孝之（日立RC） （土浦RC）

新　会　員
紹　介

ロータリークラブ名
氏　名
入会日

職業分類

友　部

遠藤　　彰
2013.11.26
自動車販売

水戸東

中島　昭義
2013.10.3

保険調剤薬局経営

筑西きぬ

宮下　茂夫
2013.10.31

商業銀行

土　浦

平島　隆之
2013.8.22

ソフトウエア―開発

鉾　田

鈴木　宗一
2013.11.5

金融業

鹿島臨海

郡司　一幸
2013.11.1
管工事業

水戸東

川又　康司
2013.11.7
貨物輸送

土浦南

武本　康典
2013.11.5
石油卸業
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地区大会記念講演 より
◎「人として野球人として」
　　小早川毅彦　〔2013〕　8p
　　（D.2530地区大会記念誌）
◎「これからの日本について」
　　鳥越俊太郎　2013　2p
　　（D.2740地区大会記録）
◎「愛と汗の心」
　　久世郁夫　2013　13p
　　（D.2510地区大会記録誌）
◎「国際社会の中の日本」
　　五百旗頭真　2013　2p
　　（D.2680地区大会記録誌）
◎「平和って、なに色？
　　～私たちにできることを考えよう！」
　　ロニー・アレキサンダー　2013　2p
　　（D.2680地区大会記録誌）

◎「地域活性化と芸術（アートフォーラム）」
　　北川フラム（コーディネーター）
　　2013　6p　（D.2760地区大会記録）
◎「誰も書けなかった沖縄」
　　佐野眞一　2013　4p
　　（D.2580地区大会の記録）
◎「いま日本の平和を問う」
　　小川和久　2013　19p
　　（D.2590地区大会の記録）
◎「ガウディに挑む男を追う!!
　　－職業人としての使命」
　　星野真澄　〔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165号　2013年12月12日発行

１．寄付金速報
　　― 直近５年間では最高額達成！ ―
２．ガバナーエレクト・次期地区米山委員長の

合同セミナーを開催
３．韓国学友会総会報告
　　― 第５代学友会会長を選任 ―

＊＊今月のトピックス＊＊
４．47年後の恩返し
　　― 台湾の学友・鐘維源さん ―

▼全文は、こちらよりご覧ください。
　http://www.rotary-yoneyama.or.jp/
　summary/pdf/highlight165_pdf.pdf 

文 庫 通 信　vol.315
　「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。



31RID2820 ◎ 2013-2014 No.7

January 2014

出席報告（2013年-2014年度11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

11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

11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

今月のスケジュール（１月） ロータリーレート

 １月18日㈯ 第６分区IM
（石岡市ベル・アージュ）

 １月25日㈯ 第１分区IM
（ホテルテラスザスクエア日立）

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

11
月
20
日（
水
）

茨
城
新
聞 

掲
載

平
成
25
年

11
月
27
日（
水
）

茨
城
新
聞 

掲
載

平
成
25
年

12
月
５
日（
木
）

茨
城
新
聞 

掲
載

平
成
25
年

12
月
18
日（
水
）

茨
城
新
聞 

掲
載

平
成
25
年

12
月
11
日（
水
）

茨
城
新
聞 

掲
載

１月のロータリーレートは１ドル102円です。


