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碑」の中に、「一張一弛」という言葉がある。弘道館で文武修行に励んだら、偕楽園で景色を眺めたり、
詩歌を読んだりして、心身を休めることも必要だといっている。当時も今も、やはり大切な事は変わ
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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

世界理解
月間
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RI第2820地区ガバナーメッセージ

　２月となり、寒さも一段と厳しさを増して
参りましたが、地区内ロータリアンの皆様に
は益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。
また、先月と今月は、各分区のＩＭが開催さ
れ、分区内におかれましても、一層研修と親
睦が深まっておられることと思います。
　さて、今月は世界理解月間です。２月は、
1905年２月23日にポール・ハリスがスター
バス・ローア、シルベスター・シール、ハイ
ラム・ショーレの３人の仲間とともにロータ
リーの第１回例会を開いた創立記念日（この
日は「世界理解と平和の日」とされています）
のある月です。そして、世界理解月間におい
ては、すべてのロータリークラブが世界平和
のために不可欠な「理解と善意」を強調する
プログラムを組むことが求められています。
具体的には国際的な理解と善意についての有
識者その他による卓話の時間を設けるとか、
この月間を契機として国際社会への奉仕活動
を始めたりとかのこととなるかと思います。
　ところで、世界理解ということを考えると
き思い出されるのが旧約聖書の「ヨベル書」
にある「バベルの塔」の話です。この塔の建
設が始まった時、世界の人々は一つの言葉を
話していたと言われます。しかし、そのこと
で人間が一つとなり巨大な塔を建設して天に
迫ろうとしていると考えた神が、人々の言語

を乱し、言葉が通じなくなったために人間は
混乱し、塔の建設をやめて世界に散ったとい
う話です。私は、この話を裏返せば、言語の
違いや風習の違いから生まれる相互の理解の
不足が紛争の原因であって、人々は言語や宗
教、風習の違いを超えて理解しあうことがで
きれば、今度は世界平和という大きな塔を築
いていくことができると思うのです。実際に、
ポール・ハリスらわずか４人が始めたロータ
リーというシカゴの小さな集まりが、今では
言語・宗教・風習の違いを超えて世界に広が
る大組織となっています。私がサンディエゴ
で感じたのは、このロータリーという世界の
不思議さです。ロータリアンはロータリ－の
中核的価値観という、お互いの心をつなぐ共
通の言葉を持っているのです。
　しかし、一歩ロータリーを離れて世界をみ
れば、まだまだ紛争と対立の中にあります。
私達はロータリアンとして、この月間を通じ
て、ロータリーの内外において、世界平和の
ため、国や民族を超えた相互の理解と善意を
深める努力を、更に一歩進めていかなくては
ならないと思います。
　皆様におかれましてもこの月間を有意義な
ものして活動していただきますよう、宜しく
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）

～世界理解月間に寄せて～
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カウンセラーメッセージ

　２月は「世界理解月間」に指定されていま
す。この月間中、ロータリークラブは世界平
和に不可欠なものとして、理解と善意を強調
するプログラムを行うよう要請されています。
1905年２月23日は、ポール・ハリス、ガス
ターバス・ローア、シルベスター・シール、
ハイラム・ショーレの４人がシカゴで初めて
会合を開いた日で、ロータリーの創立記念日
にあたります。ロータリーでは、この日を「世
界理解と平和の日」と定め、この日の意義を
特に強調し、国際理解と友情と平和にむかっ
て献身するよう要請されています。
　更に、２月23日から１週間を「世界理解
と平和週間」と呼び、ロータリーの奉仕活動
を強調することが決議されています。
　ロータリーは友愛の心で結ばれた４人の会
合で始まりましたが、３年後にはサービスの
概念が導入され、今では世界200以上の国と
地域に広がり、クラブ数34,500以上、会員
総数1,220,000人という大きな組織に発展し
ました。
　究極の目標は「世界の平和」ですが、二つ
の世界大戦をはじめ世界中で国境紛争、民族
紛争や、宗教上の争い、テロ事件など国や地
域で紛争が絶えたことはありません。
　国際ロータリーでは2002年に始まる国際
問題の研究を目的としたロータリー・センタ
ーを世界７つの国に設置し、70名の奨学生
が研究を開始しました。このロータリー・セ
ンターは著名な大学と協力関係を結ぶことに
より平和・紛争をはじめ世界理解の分野にお
ける最先端の研究を行い、これに多くの団体
をリンクさせて紛争を解決するよう努め、平
和に満ちた環境をもたらすことを目指すとい
う大きな目標を掲げています。

　日本では国際キリスト教大学が指定校と
なり選抜された学生たちが学んでいます。
卒業した奨学生は700名を越え、その多くが
NGOや政府組織など平和と紛争に関わる分
野で活躍しています。この10年間で日本の
地区の推薦を受けロータリー・センターで学
んだ学生は25名ですが、ここ数年減少傾向
にあります。（2014年１月よりロータリー平
和センターに公式名称変更）
　さて、今年度も世界に目を向けた国際奉仕
WCSでは、新しい補助金制度のもと、地区
独自の「この指とまれ」プロジェクトを提唱
し、地区内各クラブの協賛を得て、以下の提
唱クラブが各事業を展開しています。
＊タイ　ラムタコン周辺の小学校への「浄水
器」支援事業・大子RC
＊タイ王国への中古消防車贈呈プロジェク
ト・水戸南RC
＊タイ王国へのマングローブ植林プロジェク
ト・友部RC
＊ネパールの小学校・盲学校への学用品支援
と水稲配布事業・下館RC
＊フィリッピン3810地区での歯科医療奉仕
プロジェクト・藤代RC
＊タイ王国カレン族の子供への支援プロジェ
クト・鹿島中央RC
　このほか、クラブ独自の支援事業は多数あ
りますが、割愛させていただきます。
　世界理解月間は、すべてのクラブが一時手
を休めて、ロータリーが世界の人々の間の善
意、平和および理解をずっと求めていく奉仕
の道のプランを立て促進する好機なのです。

「地上に平和を、すべての人に善意を」　　　
ポール・ハリス

廣瀬　昭雄

～世界理解月間に寄せて～

（土浦）

国際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

　２月は世界理解月間（Ｗｏｒｌｄ Ｕｎｄｅｒｓｔaｎｄｉｎｇ
Ｍｏｎｔｈ）です。２月23日はロータリーの誕生
日であり、世界理解と平和の日と定められて
おり、この日を中心に２月中クラブは、世界
平和に不可欠な理解と親善を強調したクラブ
プログラムと活動を実施するように要請され
ています。（2010年版手続要覧122ページ）
　1905年に創設した最初のメンバーは、ポ
ール・ハリス（弁護士）シルベスタ・シール

（石炭商）ガスターバス・ロアー（鉱山技師）
ハイラム・ショーレイ（洋服商）の四人で、
続いてハリー・ラグロス（印刷業）ビル・ジ
ェンセン（不動産業）が入会しましたが、決
して街の有力者というよりは、善良な人々が
各職場から集まったという感じです。そして
毎週の会合のなかで奉仕の機会として知り合
いを広め、各自の職業の道徳的水準を高め、
相互研鑚して、地域社会への小さな奉仕から
出発して世界理解と平和推進に拡大したのが
今のロータリー奉仕です。
　世界理解と平和への奉仕はクラブや地区だ
けのものではありません。ロータリアンが海
外旅行をする際、子弟を留学や旅行をさせる
際、外国人が来訪し地区や自宅等を訪問する
際、また地域の企業に就職している場合など
には、クラブは地区の国際奉仕委員会と連携

して、奉仕、理解、世界平和へのアクション
を起こしていただきたいものです。
　当地区ではフィリピンの第3810地区（マ
ニラ市内およびその近郊の島しょ）やタイ第
3350地区（バンコク市内）と友好地区を締
結しており、この両地区との円滑な活動の推
進を目指して、国際奉仕委員会に於いても各
クラブが実施する活動の支援を行っておりま
す。
　この友好地区に於けるＷＣＳ事業実施の時
や、カバナーの就任式、地区大会等の実施時
に当地区からもパストガバナーやＷＣＳ事業
の当事者、地区の国際奉仕関係者等が参加を
しており、また、この二つの友好地区からも
当地区の地区大会などに多くのメンバーや留
学生などが出席して、友好を深めております。
この地道な活動により、両地区の絆も大変深
まっております。これを機に「世界理解と友
情と平和のために献身」の具体策に更に一歩
踏み出していこうと思います。

池田　正純

～世界理解月間に因んで～

（牛久）

国際奉仕総括委員長



6 RID2820 ◎ 2013-2014 No.8

GOVERNOR’S MONTHLY LETTER 08

国際奉仕・ロータリー財団合同セミナー報告

　平成25年12月８日（日）快晴の空のもと、
午前10：00より筑西市のホテルダイヤモン
ドホールに於いて、長谷川國雄ガバナー、藤
居彰一ガバナーエレクト、大木勲研修リーダ
ー、倉沢修市ガバナーノミニー、廣瀬昭雄、
山崎清司、両担当カウンセラー、日向野陽ガ
バナー補佐の出席をいただき午後３：30まで
の中身の濃い研修でした。
　このセミナーの目的は、ロータリー財団の
集めた寄付金がどのように国際ロータリーの
プログラムに活用されているのかを、各クラ
ブの皆様に知ってもらうことです。
　今期より未来の夢計画が実践され、大分シ
ステムも変わったために、手続きの仕方等も、
大変勉強になりました。

国際交流共同委員長：中村澄夫（東海那珂）
　当委員会は、他国のロータリークラブ及び
ロータリアンとの交流を通じて相互理解を図
り、ロータリーの国際奉仕に寄与することを
目的としています。
　本地区では友好地区として、フィリピンの
第3810地区、及びタイの第3350地区が選定
されていますが、この両地区との円滑な活動
の推進を目指して専門委員が選任され、各ク
ラブの実施する海外交流活動の支援を行って
います。双方の行事やＷＣＳ等の実施時には
何名かの委員も参加し、現地の状況把握に努
めています。

　また今後の活動については、世界の政治や
経済の状況が大きく変動する中で、国際事情
に深い知識と実績を持つ２名の支援アドバイ
ザーとも綿密な連携を図り、より実行性のあ
る国際交流及び支援活動を進めたいと考えま
す。
　各クラブの担当の方には、会員の国際奉仕
に対する理解促進を図られ、更に意義ある実
績を重ねられますよう地区と共の活動を願う
次第です。

世界社会奉仕委員長：瀬戸隆海（水海道）
　今回のセミナーでは、「この指とまれ」プ
ロジェクト６事業に対して、43の支援クラ
ブから合わせて183万円の支援金が集まり、
それぞれの事業提唱クラブに対して、長谷川
ガバナーより支援金の伝達が行われました。
それぞれの支援クラブの想いを伝えることが
できました。今後、この支援の輪が広がり、
提唱クラブと支援クラブが一体となって、効
果的な事業推進に貢献できることを期待する
ものであります。続いて、提唱事業の一部中
間報告が行われました。
　さて、今回のセミナーでは、クラブ資金に
おけるWCS事業報告を行っていただきまし
た。事業詳細については、地区ホームページ
にて御報告させていただき、各クラブにおい
て参考にしていただきたいと考えております。
　以上報告いたします。

池田　正純（牛久）

国際奉仕総括委員長
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ロータリー財団・国際奉仕合同セミナー報告

　12月８日、筑西市で「ロータリー財団・
国際奉仕合同セミナー」が開催され関係者
140名が参加しました。挨拶に立った長谷川
國雄ガバナーは「東京で開催された財団地域
セミナーに参加しました。今日はその成果を
発表してほしい」と述べました。財団委員長
として私は「長谷川年度から全世界一斉に新
しい財団が始まった。これは６・３・３とい
うシステムで説明できる」と前置きをしたう
えで「６・３・３」の内容を説明しました。
　以下は小委員長からの発表内容の要約です。

資金管理委員長：佐谷道浩（古河東）
　グローバル補助金を利用するには毎年の参
加資格認定が必要であり、そのために、補助
金管理セミナーに出席し、所定の覚書（ＭＯ
Ｕ）にサインしなければなりません。また、
地区補助金を利用するためにも、参加資格認
定を受けていただくことが望ましいところで
す。
　長谷川年度では、地区で51クラブが参加
資格認定を得ました（認定証をお渡し、地区
財団ニュース等に発表しました）。藤居年度
に向けても、ご協力をお願いいたします。

補助金委員長：百目鬼博行（下館）
　『未来の夢計画』の地区補助金については、
計画年度である前年度に地区内58クラブ中
51クラブから地区補助金の申請がありまし
た。前年同様３月９日（日）に地区補助金申
請書書き方セミナーを開催いたします。前年
以上の申請を期待しております。

　また、新年度早々に地区補助金を受領する
ためには、今年度実施した補助金対象事業の
最終報告書の提出が必要です。補助金対象プ
ロジェクトの実施後は速やかに最終報告書の
提出をお願いいたします。

資金進委員長：植竹清治（古河）
　私の役割は、より多くのロータリアンにロ
ータリー財団活動を理解して頂き「納得のい
く財団寄付」を目視しています。皆さんから
ご寄付して頂いた年次基金寄付と恒久基金寄
付の運用益は3年後に50％ＤＤＦ（地区財団
活動資金）として戻ります。そして、皆様の
クラブで地域社会の奉仕活動（ＤＧ）や世界
の奉仕活動（ＧＧ）（６つの重点分野）に活
用できます。
　国際ロータリーの事業費の原資が財団寄付
と理解をしたうえで、長谷川年度の寄付目標
のご協力をお願いする次第です。

ポリオプラス委員長：山﨑雄一郎（水戸南）
　「いまさら聞けない…ポリオとポリオ根絶
プログラムの真実」。ポリオは19世紀に初め
て伝染病と報告され、戦後日本でも大流行が
ありました。1955年にアメリカでワクチン
が開発され、1964年から日本でも定期接種
が始まり、発生がほとんどなくなりました。
ロータリーは1985年にポリオを世界から撲
滅するためにポリオ・プラスプログラムを立
ち上げ、ポリオ根絶に邁進しました。根絶ま
であと一歩です。

山崎　清司（古河東）

ロータリー財団総括委員長
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　皆様おはようございます。暮れのお忙しい
中ご参加くださいまして誠にありがとうござ
います。今年度から「未来の夢計画」がはじ
まりまして、本研究会の皆様には大変お世話
になり感謝申し上げます。今後ともよろしく
ご指導の程お願い申し上げます。
　本日は、先週12月４、５日の第42回ロー
タリー研究会に参加してきましたので、その
会での話題の一端をお話し致します。詳しく
は後日発行されます報告書をご覧いただきた
くお願いします。
　はじめに、田中作次直前RI会長のあいさ
つで、「世界は多くの分野で急速に変わりつ
つありますが、RIは目標を高く掲げて、変
化に遅れることなく、奉仕を通じて平和に貢
献し、より強いロータリーにならねばならな
い」と会長の任期を振り返って述べました。
　続いて、ロンＤ．バートンRI会長は「ロ
ータリーは今変革の過渡期にあり、時代に合
った組織になるか否かが問われている」と
いい、「公共イメージをアップして、ロータ
リーの魅力を世界に知らしめて、新しい会員
を獲得してください。鐘は打たなければ役に
立ちません。愛は他人と分かち合うことが重
要で、それを実行して初めて意義ある事とな
る」と言いました。また、その後のセッショ
ンで判ったことですが、彼のテーマ「ロータ
リーを実践し　みんなに豊かな人生を」即ち

「Engage Rotary Change Lives」は約１世

紀前から標語として何度か変更して規定審
議会で決議されてきた「One profits most 
who services best」と同じ意味だというこ
とです。
　セッション１～５ではかなり活発な貴重な
討論がありましたが、ここでは省略します。

　最後の記念講演、三浦雄一郎さんの「80
歳エベレスト登頂～希望の軌跡～」を聞いて
きました。父親の敬三さんが99歳になって
からでもモンブランをスキーで滑走していた
ことに触発されて、３度目のエベレスト登頂
に挑戦したそうです。まさに死との戦いだっ
たようです。しかし、これからも85歳の挑
戦目標を立てて頑張ると言っていました。彼
の言葉、「たった一度の人生なので、面白い
ことをやって生きてゆきたい。諦めなければ
夢は達成できる」という言葉がいつまでも心
に響きました。登頂直前の8,500メートルで
のキャンプの中、４人で裏千家から提供され
たお茶と茶碗で、お茶のセレモニーを行った
そうです。その時の茶の味は格別に旨く、何
故か急に心が落ち着いてきて、２時間の熟睡
が出来て、お蔭で晴れ晴れとした気持ちで登
頂を目指すことが出来たそうです。
　終わりに歌を一首、
　「山の上　茶事のこころが　満ち溢れ　　
　 世界の屋根が　近づきにけり（勲）」
　ご清聴ありがとうございました。

大木　　勲（結城）

地区研修リーダー　
パストガバナー

国際奉仕・財団セミナーのごあいさつ 〈2013年12月８日〉
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ガバナー公式訪問報告

　11月18日快晴のもと、長谷川國雄ガバナー、
菊池秀機地区副幹事、鶴田敦第２分区ガバナー補
佐、そして、大津宣明ガバナー補佐セクレタリー
をお迎えして公式訪問が始まりました。
　一行には、初めに湊公園にご案内して那珂湊ロ
ータリークラブ50周年記念に植樹したハマギク
と記念の石碑を見て頂き、また、水戸光圀が建て
た夤賓閣跡地を見学して頂きました。
　事前協議を終わり例会が始まりました。卓話の
時間となり長谷川國雄ガバナーの卓話を拝聴いた
しました。演題は「公式訪問に際して」ロンＤ．
バートン国際ロータリー会長からのＲＩ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。今年度は、ロータリーの108年の歴史
の中でも大きな変革の年であると言われていま
す。たとえば、ロータリーの目的（旧ロータリー
の綱領）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。そんな中で、最も大きな変
革は、財団の「未来の夢計画」です。未来の夢計
画のプログラムは、原則、クラブが提案すること
になっています。この変革を実践して行くのは、
皆様のクラブです。ロータリーの108年の歴史の
一頁を開くのは、会長・幹事さんと会員の皆様で
す。ロータリーがどのように変わるか情報として
しか未だ捉えていません。皆様とともにこ
の一年、この情報をしっかりとした知識と
して実践し、新たな伝統を作って行かなけ
ればなりません。しかし、変革も、やみく
もに変えるというものではありません。ポ
ール・ハリスは、こうも言っています。「ロ
ータリーは、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とがある」と。
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、世の変化に
つれて変えていかなければいけないことで
しょう。未来の夢計画は、私たちの財団が、

「世界に良いことをしよう」という、目的を達成
するために、より取組やすく、より住みやすい、
地域社会にするための工夫がなされています。今、
ロータリーは、曲がり角に来ているとよく言われ
ますが、私は、そうは思ってはいません。ロータ
リーは、ＲＩの戦略計画・未来の夢計画と言う、
はっきりとした道標（みちしるべ）と・道程（み
ちのり）があります。私たちの年度は、この道標
にそって「坂の上の雲」とも言える、ロータリー
の目標を目指して進んで行こうではありません
か。そして、クラブに新たな一頁、素晴らしい、
伝統を作る一里塚の一年としましょう。そうすれ
ば、私にも、皆様にとっても「豊かな人生」感じ
られる、思い出の一年となるでしょう。
　また、国際協議会の報告やＲＩ会長テーマの発
表、ロンＤ．バートン会長のメッセージ、国際協
議会　3つの優先テーマ等の発表がありました。
　クラブ協議会では、各委員長の発表に耳を傾け
られて、適切なアドバイスをいただきました。懇
親会おいては、長谷川ガバナー、猿田ガバナー補
佐、我がクラブの金子会員、櫻井会員、宮崎会員
は皆さん高校、大学と同級生で同窓会のようで和
やかな内に懇親会を終了することができました。
　長谷川ガバナー、猿田ガバナー補佐、菊池地区
副幹事、大津補佐セクレリー、本日は長時間にわ
たりご指導、ご教授頂きましてありがとうござい
ました。
　以上をもちまして長谷川國雄ガバナー公式訪問
の報告とさせていただきます。

川﨑　通夫 　
那珂湊ロータリークラブ
幹事　
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ガバナー公式訪問報告

　師走の秋日和に恵まれた12月９日月曜日、
長谷川國雄ガバナー、関口哲勇第４分区ガバ
ナー補佐、鈴木達也（水戸南）地区副幹事、
間下保（古河）セクレタリーをお迎えして、
少数会員クラブではありますが単独開催によ
るガバナー公式訪問を執り行いました。ガバ
ナーから開口一番優しい笑顔で「おはようご
ざいます」の一言が、張り詰めていた緊張感
を和やかな雰囲気に変えてくれました。
　最初に坂東市商工会長との懇談、中村静雄
商工会長はクラブの会員でもありますので、
余分な気づかいもなく毎月第四土曜日、中心
市街地に於いて開催している歩行者天国内で
のふれ愛テント村出店活動のことや、坂東市
特産のネギに纏わる全国ネギサミットにつき
まして興味深く懇談されました。
　続いて坂東市吉原英一市長を表敬訪問、議
会開催中にもかかわらず市長室に招いて頂き
ました。市長から岩井クラブの長年にわたる
近隣少年野球大会の協賛、市内公立小学生ド
ッチボール大会の支援、市立中学校周辺の「里
山整備」等の青少年育成に対し、感謝の意を
表されました。特に将門ハーフマラソン大会
での連続13年目を迎えた「とん汁サービス」
奉仕活動は高く評価していただきました。
　会場へ戻る途中、「里山」を視察して頂き
ました。里山整備は年に数回クラブ全員が参
加して枯れ枝の伐採、下草の除草、落ち葉の
清掃作業等で汗を流します。ガバナーよりこ
の里山を利用して昆虫や植物採集等市民が身
近に自然を親しめて、あるときは家族や園児
を招き落ち葉を焚いて「焼き芋」大会などを
企画してはとのご指導を頂きました。早速後
半の社会奉仕活動に活用させていただきたい
と思います。

　変則的になりましたが第1670回例会に続
きクラブ協議会を行いました。
　当クラブは正会員10名でしかもご高齢と
健康上の理由により実働は７名で運営してお
ります。従って会員一人が複数の委員長を兼
務、全会員が理事、役員を務めます。
　ガバナー卓話では「ロータリーの目的」、
Ｒ財団の「未来の夢計画」の詳細や、国際協
議会でのテーマ・強調事案、そして地区目標
や基本方針等を極めて解り易く説明していた
だきました。
　クラブ協議会に進み各委員長より今年度の
具体的な取り組みと活動の経過を報告して、
長谷川ガバナーから適切なご指導と少数クラ
ブに有益なご助言を頂きました。その中で
も「未来の夢計画」の「とん汁サービス」事
業は第４分区内、全クラブが一丸となって
9,000名の参加者に提供できた事業を賞賛し
て下さいました。私達もこの事業通してR財
団補助事業の基本を学び、少人数クラブの「叶
わぬ夢」も実現できた達成感とロータリーの
友情にクラブ一同感謝しております。
　結びに、長谷川ガバナー、関口ガバナー補
佐、鈴木副幹事、間下様のご活躍をお祈り致
します。

倉持　萬吉 　

岩井ロータリークラブ
幹事　
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ガバナー公式訪問報告

　第2820地区内57番目のガバナー公式訪問
が、師走という言葉が聞こえてくる12月12
日（木）長谷川國雄ガバナー、川澄千亜紀地
区副幹事、第２分区より鶴田敦ガバナー補佐、
砂押勇人セクレタリーをお招きし開催されま
した。
　午前11時より事前協議が始まり、会長・
副会長・幹事・会計とで、現況報告書をもと
にガバナーとの和やかな懇談ができ、クラブ
運営、各委員会活動についての問題点などに
つきましても分かりやすくご指導を受けるこ
とができました。
　12時30分よりの例会では、ガバナー自ら
プロジェクターを使用され、国際協議会に参
加した様子や地区の方針を解りやすく説明し
て頂きました。
　例会終了後は、記念撮影を挟んで、午後2
時からクラブ協議会に移り、当クラブの各委
員長から本年度の事業計画の報告があり、そ
の各事項について、ガバナーからは懇切丁寧
なご助言を戴くことができました。時折会員
から難しそうな質問がありましても、ガバナ

ーはこれにもユーモラスに難なく答えてくれ
まして、当クラブ会員一同大変勉強になりま
した。
　最後に、長谷川ガバナー・鶴田ガバナー補
佐からの講評をいただき予定通り午後４時に
協議会を閉じました。
　午後５時よりは場所を関根会員の、かま家
に移し懇親会を開始しました。懇親会でもう
ち解けたざっくばらんな話し合いができ、大
変有意義でした。
　本日は朝から晩まで、長谷川國雄ガバナー、
鶴田敦ガバナー補佐よりいろいろな観点から
ご指導ご鞭撻を戴き、会員一同心より感謝申
し上げます。長谷川ガバナーにおかれまして
は、最後のホームクラブのガバナー公式訪問
を残すのみとなりましたが、どうか健康に留
意され、益々ご健勝でありますようお祈り申
し上げてガバナー
公式訪問の報告と
させていただきま
す。

伊藤　雅彦 　

大洗ロータリークラブ
幹事　



12 RID2820 ◎ 2013-2014 No.8

GOVERNOR’S MONTHLY LETTER 08

ガバナー公式訪問報告

　12月20日金曜日、いよいよ58クラブ最後
のカバナー公式訪問となりました。午後３時
前にガバナー公式訪問の会場である水戸プラ
ザホテルに、長谷川國雄ガバナーが池田勇夫
第３分区カバナー補佐、町田政禧ガバナー補
佐セクレタリー、水口二良地区幹事とともに
ご来場いただきました。通例であれば午前
11時からの会長幹事との協議会を皮切りに、
例会、写真撮影、クラブ協議会、懇親会と進
めていくのですが、ガバナーもお疲れでしょ
うし、例会の後にクラブの忘年会もあるので
その時に長谷川ガバナー慰労会を開いて、ガ
バナーのご苦労をねぎらい、我慢していたお
いしいお酒をたくさん飲んでいただこうと遅
めのスタートとさせていただきました。
　午後３時30分の会長幹事との協議会まで
いろいろ楽しい雑談をし、そのあと30分ほ
ど協議会をしました。ガバナー輩出クラブと
はいえそこはガバナーとしての厳しい指摘を
受けました。財政問題については、食料費の
割合が年会費の40％以上になっており問題
であり、ニコニコボックスについては集めた
お金は奉仕で使いきらなけ
ればならないとのご指導を
受けました。
　午後４時からはクラブ協
議会です。各委員長と入会
３年未満のメンバーが中心
に参加しました。職業分類
での未充填が少ない、会員
増強がうまくいっている等
のおほめのことばをいただ
きました。他方、会報の電
子化により印刷代の節約と
記事の充実につながる等、

他クラブのいい点もお話をいただき、クラブ
運営の参考になりました。さらにロータリー
は楽しくなければならない、家族や孫までも
巻き込んで世代を続けなければならない等い
ろいろなお話をしていただき、時間も超過す
るほどでした。大変ありがとうございました。
　全員での写真撮影の後の例会では、国際協
議会・地区目標等の卓話をいただき、ガバナ
ー慰労会に移りました。井上壽博パストガバ
ナーにもご出席いただき花を添えていただき
ました。ガバナーには御苦労に対して花束を
贈呈し、○○から感謝の○○もしました。本
当に長谷川ガバナーご苦労様でした。
　長谷川ガバナーが58クラブすべてのクラ
ブで評判がよく、この素晴らしいガバナーと
一緒のクラブにいることができることが大変
幸せに思います。
　今年もIMそして長谷川ガバナーの集大成
である地区大会が行われます。各クラブの皆
様ご参加とご協力をよろしくお願いいたしま
す。

篠原　　勉 　

水戸南ロータリークラブ
幹事　

～長谷川ガバナーご苦労様でした～
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ガバナーノミニー・デジグネート選出のお願い

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

2016-2017年度第2820地区ガバナー（ガバナーノミニー・デジグネート）
候補者推薦のお願い

　このことにつきましては、平成24年５月26日の指名委員会・ガバナー補佐合同会議及び平成
24年８月18日の諮問委員会において、今後の第2820地区ガバナー・ノミニーの選出が、ガバナ
ー及び輩出クラブの負担軽減を含めスムーズに行われるよう、現行制度を以下のように改革する
案が協議され採択されております。

　協議事項1.　第2820地区の8つの分区を以下の5つのブロックにする。
第1ブロック　　第１分区、第２分区
第2ブロック　　第３分区
第3ブロック　　第４分区、第５分区
第4ブロック　　第６分区
第5ブロック　　第７分区、第８分区

　協議事項2.　－ 省略 －

　協議事項3.　ガバナー・ノミニーの選出ブロック順は以下となる。
第３ブロック
第４ブロック
第２ブロック
第１ブロック
第５ブロック

※2016-2017年度ガバナー（ガバナーノミニー・デジグネート）については、協
議事項3により、第３ブロックより選出されることとなりますので、第３ブロッ
ク内クラブより推薦をされ、ガバナー事務所にご連絡ください。
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第1回つくば『ダン魂
たま

』～中学生のストリートダンスコンテスト開催

　第2820地区のつくば学園ロータリークラ
ブの青少年奉仕委員会での奉仕活動として、
今年から中学校での義務教育に取り入れられ
たダンスを青少年育成の観点からロータリー
クラブとして応援しようと企画し、国際ロー
タリーの地域補助金を利用した未来の夢計
画に取り上げてもらい、この11月17日に盛
会に開催いたしました。ダンスの中でも広く
人気を集めるストリートダンス（ジャズ・ヒ
ップホップ等）は、とかくまだ文化として浸
透していないこの茨城地域で、一般的に保守
的と言われるロータリークラブがあえて主催
し、中学生のストリートダンスコンテストを
開催することは、誠にインパクトある事業だ
と思われます。
　応募チラシを作り模範DVDも作り、地域
ＴＶ局にも２か月関連ダンス番組を放映して
もらい参加を募りましたが、当初は反応が全
く無く、最初の事業活動の難しさを感じまし
た。
　その内ネットでの応募が出始め、つくば市
内の中学生グループを近郊の中学生にも広

げ、地元のダンススクールの協力と、我々の
チラシ配り、公開ダンスレクチャーなどを重
ねて、中学生８グループ・小学生１グループ・
模範ダンス１グループの計10チームによる
コンテストが開催できました。　特にチラシ
配りは、ロータリー会員の協力のみならず、
つくば学園ローターアクトも協力して、２グ
ループの新規参加を得ることが出来ました。
　当日は朝から会場設営、出演者受付、誘導
案内、チラシ配り、会場片付けなど夕方まで
多くのロータリアンの奉仕活動が続きまし
た。地元の副市長も最初から最後まで楽しん
で下さり、会場の商業施設イーアスつくばの
吹き抜けセンターコートは３階まで観覧者や
応援者の人々で盛り上がりました。
　文化とスポーツは、継続と歴史が特に必要
で、まだ原野から作られたここつくば市にと
って開拓50年の歴史はまだ短いようです。
この事業のもう一つの文化育成の目的も適え
る活動となるように、今後も継続して我がク
ラブの青少年奉仕事業として続けて行きたい
と更なる熱い思いにさせられました。

石井　健三
つくば学園ロータリークラブ
青少年奉仕委員長
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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

牛　久

柳田　真嗣
2013.12.2
地方銀行

土　浦

中島　賢一
2013.11.7
電子機器

つくば学園

木沢　藤房
2013.12.19

不動産業

竜ヶ崎

小島　律子
2013.12.10

葬祭業

訃報　謹んでお悔やみ申し上げます

  水戸西ＲＣ　小
こばやし
林　　茂

しげる
（享年 満74歳）

  昭和14年12月16日生　　平成26年１月５日逝去
【入会年月日】1994年１月12日
【職 業 分 類】紙販売
【ロータリー歴】1996-1997年度　クラブ職業奉仕委員長
　　　　　　　　1999-2000年度　クラブ新世代奉仕委員長
　　　　　　　　2001-2002年度　クラブ幹事
【寄　付　歴】マルチプル・ポール・ハリス・フェロー（第２回）
　　　　　　　　メジャードナー米山功労者（第10回）

小林　　茂（水戸西ＲＣ）
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地区大会のお知らせ
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文 庫 通 信　vol.316
　「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。

デジタル化されたロータリー文献⑴
◎「友を選ばば」
　　佐藤千壽　東京東R.C.　1994　27p
◎「ロータリーのこころ」
　　佐藤千壽　1997　65p
◎「脚下照顧」　佐藤千壽
　　東京足立R.C.　1997　59p　　
◎「ロータリーと禁欲の倫理」
　　佐藤千壽　大分R.C.　1991　59p
◎「言葉は人生の杖」
　　佐藤千壽　2003　39p　　
◎「職業倫理」
　　佐藤千壽　東京東R.C.　1992　64p　

◎「窓を開くロータリー　広報資料」
　　前原勝樹　1985　
◎「広報」
　　津田進　1988　
◎「三つの山脈」
　　津田進　千曲川R.C.　2002　40p
◎「前原ガバナー講話集」
　　D.355－87p
◎「ロータリー廣報乃王道」
　　佐藤千壽　D.2780　1997　34p

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166号
2014年1月14日発行

＊＊今月のトピックス＊＊
１．寄付金速報
　　 ― 2014年もよろしくお願いします ―
２．恩恵の倍返しだ！
　　 ― 台湾米山学友会総会開催 ―
３．米山奨学生２人が入賞
　　 ― コラム＆フォトエッセイコンテスト ―
４．今年の年賀状は米山学友が作りました
<お知らせ>
・確定申告用領収証 ～1月末日までにクラブへ

お届けします～
・モンゴル米山学友会創立記念祝賀会のご案内
▼その他の記事は、ぜひPDF版をご覧ください。
　http://www.rotary-yoneyama.or.jp/
　summary/pdf/highlight166_pdf.pdf

お 知 ら せ
＊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。

＊新会員の掲載について
各クラブの新会員をガバナー月信で紹介し
ています。会員増強報告書とともに、必ず、
顔写真の提出をお願いします。（メール添
付、または郵送でお願いします）
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出席報告（2013年-2014年度12月分）



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（２月）

２月のロータリーレートは１ドル102円です。

お 知 ら せ

ロータリーレート

２月 １日㈯
第４分区ＩＭ
（古河市役所古河支所／市民
ホール・スペースＵ）

２月 ９日㈰ 第２分区ＩＭ
（ホテルクリスタルパレス長寿荘）

２月15日㈯ ローターアクト地区大会
（ラ・フォレスタ・ディ・マニフィカ）

２月16日㈰ 第７分区ＩＭ
（一言主神社・結婚式場）

２月22日㈯ 第５分区ＩＭ
（ダイヤモンドホール）

２月23日㈰ 第８分区ＩＭ
（ニューますみ）

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

　水戸好文ロータリークラブの事務局が移転
いたしましたので、下記の通りお知らせいた
します。尚、電話番号・FAX番号も変わっ
ていますので、ご注意ください。

水戸好文ロータリークラブ事務局
　　【移転先】
　　　　〒310-0851
　　　　水戸市千波町1799－201
　　　　ＴＥＬ　029－241－1601
　　　　ＦＡＸ　029－241－6386

平成26年1月15日（水）茨城新聞 掲載

平成25年12月25日（水）茨城新聞 掲載

平成26年1月22日（水）茨城新聞 掲載


