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例会報告 Ｖｏｌ 43 Ｎｏ.６（No.２０４６） ８月１７日（水）晴れ  （司会 武藤康之委員長） 

本例会でのおもな事項        

   ＊会長挨拶              ＊外部卓話 

 ＊谷和原村ガールスカウト挨拶  ＊大洋村前村長 石津政雄様  

ビ ジ タ ー 

大洋村前村長  石津政雄様 

谷和原村ガールスカウト茨城県第３８団書記  稲葉純子様 

米山奨学生 孫 洋さん 

 

誕 生 祝  おめでとうございます。 

配偶者  福田会員 

 

諸 報 告  

国際奉仕委員会 （北村陽太郎委員長） 

８月５日に出発しました子どもたちは、ゴールドコーストでＥｎｊｏｙしているようです。 

 

職業奉仕委員会 （山崎進朗委員長） 

各々の職業奉仕についての卓話（３分間スピーチ）を頂くため、原稿の提出をお願いします。ガバナー公

式訪問が１０月１９日にありますので、良い報告が出来ますように御協力宜しくお願いします。 

 

社会奉仕委員会 （染谷秀雄委員長） 

8 月 7 日（日）筑西市のつたやホテルにて行われました社会奉仕研究会に参加してまいりました。研究会

では萩原ガバナーのほかカウンセラーの方々より水保全、保健問題、そして、識字率向上について説明

があり、今後各クラブにおいてもこれらのことをテーマとした事業を企画実行してほしいとのことでした。特

に識字率向上については県内各地で外国籍の人口が増えていることを考えると、各クラブでも取り組んで

ほしいということでしたが、現在、識字率向上についての事業はどこのクラブも模索中ということでした。当

クラブにおきましても１クラブ１プロジェクトの企画委員会を立ち上げましたので、識字率向上をテーマとし

た事業を早急に検討し、企画したいと考えます。 

 

谷和原村ガールスカウト茨城県第 38 団書記の稲葉様より挨拶 

皆様、こんにちは。いつもロータリークラ

ブの皆様にはお世話になっております。

第 38 団の活動報告をさせて頂きます。７

月に、さしま少年自然の家でキャンプをし

て来ました。とても思い出深いキャンプに

なりました。１１月には、みらい平駅前で

県民まつりがあります。３８団は一番近い

ので中心となって活動していくことになっています。また、昨年日韓交

流事業がありまして、韓国の在日大使の方が沢山茨城県にまいりまし

た。今年は成人会員が韓国を表敬訪問致します。来年の３月には、沖

縄でガールスカウトの研修があります。子どもたちが７人出席します。これからもガールスカウト活動にご理

解頂きますよう宜しくお願い致します。 

青木会長：クラブより５万円の寄付をさせて頂きます。・・・・・・ありがとうございます。 
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幹 事 報 告  （熊谷 昇幹事） 

週 報 受 理     藤代ＲＣ、石岡ＲＣ 

例会変更通知受理      江戸崎ＲＣ ８月１８日（木）→８月１９日（金） 大谷時計台児童館 

守谷ＲＣより、納涼親睦会のご案内が届いております。 
９月２日（金） アサヒビール守谷工場 
 
会 長 挨 拶 （青木清人会長） 
皆さん、こんにちは。ご無沙汰しております。先週の例会は休会、お盆休みで久しぶりにのんびり過ごす

事が出来ました。たまに休暇を取り、リフレッシュすることの大切さを実感致しました。 

さて、本日は元大洋村村長の石津政雄様、谷和原村ガールスカウトの稲葉様、米山奨学生の孫 洋さん、

ようこそいらっしゃいました。会員一同ご歓迎申し上げます。また、石津様には後程卓話宜しくお願い申し

上げます。 

オーストラリア・ツウンバＲＣよりメッセージと写真が届いております。ご紹介します。 

16 August 2005 
Howdy Kiyoto Aoki 
Thank you very much from the Rotary Club 
of Toowoomba, for sending your four fine 
ambassadors from Japan. We also thank you 
for the small gift presented to our President 
Perry Russell, at our Club meeting last 
night here in Toowoomba.  
Some of our members have been showing 
your young men around the various sights of 
Toowoomba, which many of the earlier visito
through the many years we have been 
having exchange visits.  
We were very pleased that each
men gave a short speech in English, and we 
were all very impressed with their 
individual efforts in what we hope is 
becoming their second language, and one 
that they will learn better in the future so 
that they will enjoy their return visits to 
Australia that much more.  
cheers, John W. D. Humphre

rs from your Rotary Club have seen before, 

 of the young 

ys. 
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次に新会員候補者の公表をさせて頂きます。 

社長様です。推薦者は、松坂会員、田上会員です。理事

事項を御報告申し上げます。 

画で、識字率向上をテーマに他団体と協力 

念ながら登録候補者なし。 

ありました、３分間スピーチを実施する。 

部 卓 話 大洋村前村長・日本大学大学院客員教授  石津政雄様 

とはどうあるべきか？」について「健康」をキーワードとして進め

りの理想的な視点として、以下の３つの眼を常に持

・ 状を認識（首都圏域としての茨

的、 が必要。 

必要。

■ 題を

■ 介護機器等の開発・生産） 

学の連携） 

■ 自然、広大な農地、優れた文化や歴史、更には科学技術の蓄積等を擁する高い

■ 民の健康づくり、特に高齢者の医療費抑制、魅力ある農業の創出、次代を担

■ 進める事が主目的である。 

孫たちの幸

橋本忠明様です。中妻の㈱アクティブリングの

会、職業分類、会員選考、全てクリアしております。異議申し立てをされる方は、７日以内に文書で幹事ま

でご提出お願いします。 

８月３日開催の理事会決定

1. 新会員候補者の公表 
2. １クラブ１プロジェクト企
3. 公式訪問現況報告書を今年も手作りで作成する。 
4. ９月３日開催の地区クラブ奉仕女性研究会へは、残
5. アクト 21 より、藍染について要請がありました。今年も有志で協力。 
6. 名簿の作成・・・手作り 
7. 地区職業奉仕より要請の
以上、理事会において承認されました。 

 

外

『次世代に誇れる地域づくりとその視点』 

「地域づくり

てきた、大洋村の施策を貴重とした高齢化社会、農業、教育等の各対策

についてお話します。 

■ ２１世紀の地域づく

ちたい。これらの視点を持つ事によって、政治・行政がより理想的な方

向に向かう事が可能と思われる 

『鳥の眼』・・・広くかつ高い視点から現

城県、場合によっては地球的規模）することが必要 

社会的、歴史的ポテンシャルを分析かつ認識すること・ 『虫の眼』・・・・地域の自然

・ 『魚（さかな）の眼』・・・・時代の潮目を客観的かつ正確に認識し、新しい流れの発見と対応が

大消費地である首都圏域に位置する大洋村あるいは茨城県の農業は如何なる方向を目指すべき

か？このことについてのキーワードは安全・安心・新鮮と考える。こうした農業の確立には、つくばなど

のシンクタンク（研究や科学技術）と連携したプロジェクトを立ち上げることで実現が可能となる。 

超高齢社会にあっての医療費や介護費の負担は、生活者に重く圧し掛かっている。こうした問

解決するためには、県内の様々な研究機関と連携し、科学的エビデンス（スポーツ予防医科学等）を

もとに健康づくりや介護予防に対応する必要がある。具体的事例は、大洋村において実施済みであ

る。こうした大洋村の事例は全県下において展開すべきである。そのためには、予防を中心とした健

康増進システムの構築と人材育成が喫緊の課題である。 

少子超高齢社会型新産業の構築（高付加価値健康機器や

■ 水資源を中心とした環境の改善と新産業の構築（バイオテクノロジー、湖沼工学、景観工

■ 次代、つまり超高齢社会を支える子供達の基本に、生命の大切さや生きる力を養うための新たな教

育環境の創造。 

茨城には、豊かな

ポテンシャルがある。 

大洋村の課題である村

う子ども達の教育等について具体的な取り組みの紹介。 

質の高い人生、意味のある人生が送れるような地域づくりを

■ 現代の日本人は目先のことだけを考えがちで有る。しかし、かつての日本人は子どもや
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せのために、その基礎作りに努力してきた。 

現代の問題解決のために、客観的なデータを■ 分析し、かつ歴史認識を明確にしながら、将来構想を

立ち上げていかなければならない。 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5

 



出 席 報 告 （白井 豊委員長） 

出席率 ６３％

会員総数 出席者数 欠席者数 賜 暇 メーク 

４９名 ４０名 ９名 ０名 ０名 

 ８１．  

コニコボックス （石塚克己ＳＡＡ） 

、一時もロータリーの事は忘れませんでした。  青木（清）会員 

万全ですか？     青木（正）会員 

（進）会員 

会員 

り うれしくもなし  福田会員 

スコアを叩き出しました。    石塚（克）会員 

００ 累 計 ￥４９３,０００

 

ニ

暫しの休み、のんびり出来ました。しかし

暑い日が続いています。皆さん、体ご自愛下さい。    熊谷会員 

皆様お体に気を付けて下さい。    松村会員 

昨日も大きな地震がありました。皆様の防災対策は

谷和原村ガールスカウト茨城県 38 団稲葉さん、頑張ってください。    秋田会員 

初 89、２回目 39、一人で喜んでいます。ツウンバからメールが来ています。    山崎

先々週休みました。残暑お見舞い申し上げます。    斎藤会員 

米山学生の孫さん、ようこそ！！また先々週休みました。    田上

誕生祝い戴いて妻のたまう・・・誕生日 歳重ぬるに 祝い戴き うれしくもあ

交換学生、８月５日にツウンバに出発して、ゴールドコーストで楽しんでいるようです。   北村（陽）会員 

隅屋会員に８月３日の例会で褒められました。   角田会員 

100％例会出席達成賞を頂きました。  染谷（正）会員 

その他    横山会員 

ボーリングで久々２００台

入金計 ￥３０,０  

 

ータリー情報委員会より 一口メモ 

管理は、ガバナーの直接監督下に置かれる。地区におけるＲＩ役員

 

ロ

ガバナーGovernor：地区内のクラブの

としてガバナーに選ばれるロータリアンが、完全な適格者であり、その任務および責務について精通して

おり、慎重に選ばれ、その任務および責務を果たす意思があり、身体的にもその他の意味においてもこ

れを果たす事ができるということが、不可欠である。また、ガバナーはコンピューターに精通している事が

推奨されている。 

 

会報委員会   委員長 横山 修   副委員長 山野井周一    委員 根本恒夫 
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