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VOL. ４５  No.３３ （通算Ｎｏ．2155） 

                         

2008 年 4 月 16 日（水）例会プログラム 

点鐘                                           ロータリーは分かちあいの心 

ロータリーソング・四つのテスト               2007－08 年度 国際ロータリー会長 

ビジター紹介                                 ウィルフリッド J. ウィルキンソン 

出席報告                      

ＳＡＡ報告                         

諸報告                              2007―2008 年度 会長テーマ 

幹事報告                               奉仕に熱意 

会員卓話                                       思いやりの心で 

    海老原良夫会員 

 

  例会報告  Vol.45 No.３２(No.2154） ４月２日（水）晴れ (司会北村陽太郎委員長) 

本例会での主な事項 

◇会長挨拶 大串 卓会長   ＰＥＴＳ報告 秋田政夫会長エレクト 

 

 

新 会 員 紹 介 

古矢 満会員 

プロフィール 

株式会社フルヤ建商  代表取締役 

電話  ０２９７－２２－２８５５    

ＦＡＸ ０２９７－２３－３７４３ 

昭和４２年１２月１７日（生） 

 

委員会・・・親睦活動委員会 

 

こんにちは。古矢と申します。会社は解体と廃棄

物の処理の仕事をしております。 

若くて未熟ですが、皆様のご指導を賜りながら

頑張って行きたいと思います。宜しくお願いします。 

誕 生 祝                       古矢 満会員推薦者  武藤康之会員 

≪配偶者≫秋田会員  石塚（克）会員（３月） 

表 彰   

米山功労者  登坂 寛会員  
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幹 事 報 告 （田上秀雄幹事） 

週報受理クラブ 守谷ＲＣ、水戸ＲＣ、水戸南ＲＣ、水戸西ＲＣ 

例会変更クラブ なし 

 

会 長 挨 拶 （大串 卓会長） 

皆さん、こんにちは。 

3月29日（土）龍ヶ崎中央ロータリークラブの創立１０周年記念式典に参加しま

した。4月5日（土）・6日（日） は、地区大会です。参加の程よろしくお願いしま

す。 

1914－15年度は、第1次世界大戦の勃発でロータリーのヨーロッパでの拡大

が減速しました。英国とアイルランドの8クラブは、ベルギー難民への住居提供

などの各種の救援活動をおこないました。この年度に、公式ロータリー旗が採

択されました。クラブ数は、１２３ 会員数は、15,000名 

1915－16年度は、ロータリークラブが現在のような地区に編成され、標準ロータリークラブ定款とモデル細

則が国際大会で採択されました。 

 非英語圏で初のロータリークラブが、キューバのハバナ（現在は活動停止中）で結成され、また、ハワイ

のホノルルでも結成されました。クラブ数は、１６７ 会員数は、20,700名 

 1914年に、パナマ運河が開通しました。8月には、日本もドイツに宣戦布告し、太平洋諸島（マリアナ・カ

ロリン・マーシャル）および中国の山東半島を日本が占領しこれらは、1919年以後、日本の国際連盟委任

統治領になりました。 

 1915年 日本は、中国に２１ヵ条の要求し、その結果、反日感情が高まり欧米列強も日本への警戒を強

めることになりました。 

 1916年 イギリスにより、初めて戦車が実戦に投入された。しかし、動きが鈍く、湿地で動けず、大砲に

無防備だったので、あまり頼りにならなかったそうです。 

 

Ｐ Ｅ Ｒ Ｓ 報 告   秋田政夫会長エレクト 

開催日：３月１５・１６日（土、日） 会場 ：土浦ホテルマロウド筑波   

ホストクラブ：土浦ロータリークラブ 

２００８～２００９年度国際ロータリーテーマ  

ＭＡＫＥ ＤＲＥＡＭＳ ＲＥＡＬ   （ 夢をかたちに ） 

２００８～２００９年度国際ロータリー会長   李 東建 エレクト会長 

２００８～２００９年度２８２０地区ガバナー  廣瀬昭雄 ガバナーエレクト 

土浦ＲＣ４人目ガバナー 

李 東建 ＲＩ会長エレクトの奉仕プロジクトへの考え方について。次の通

りです。 

 最も若い世代に焦点を当てなければならない。地域社会の最も大切な資源である、子供たちに光を与

えたい。毎日、避けられるはずの原因で命を落とす５歳未満の子供の数が３万人を超えているのが世界

の現状であり、また肺炎やはしか、マラリアといった治療可能な病気で死んでいく子供たちが後をたたな

い。基本的資源の飲料水が手に入らないために死んでいく人々も１日に何千人とおり、栄養失調と貧困

もまた他の要因とからみ合って多くの人々の命を奪っています。 

今後、１年間私の希望として、子供の死亡率の低下をクラブと地区の奉仕プロジクトの主要目標にしてい

ただきたい。食糧と水、保健、就学を確保し充実した人生を送ることができることを夢として実現していた

だきたく、この想いを込めて子供たちのために「夢をかたちに」としたそうです 

また、それぞれのロータリークラブでも地元の子供たちの安全と健康に寄与することで責任を果たしてい
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ただきたい。とのことです。 

ＲＩの今年度強調事項（３つのプロジクト） 

 １．保健と飢餓の追放   ２．水保全    ３．識字率向上 

廣瀬昭雄ガバナーエレクトの活動方針について。 

 ２８２０地区の最優先強事項はＲＩの強調事項と同一のものとしたい。また併せて 

（１）会長賞プログラムでは、子供の死亡率を低下させるために１クラブ１奉仕プロジクトを実施すること。 

（２）クラブの基盤強化とクラブの魅力を高める努力をすること。 

（３）地域レベル、国際レベルでニーズに合った貢献が出来る奉仕活動をすること。 

（４）ロータリー財団、米山奨学会の参加寄付への協力のお願いと、長期的にクラブの枠を超えたロータリ

ーの指導者育成をすること。 

数値目標について。(寄付金関係) 

（１）会員増強については、１クラブ１名の純増をお願いしたい。 

（２）財団寄付については、前年度同様に１人、１３０ドルを 

（３）新ベネフアクター（恒久基金）への理解と協力を。 １人１，０００ドルの寄付 

（４）米山奨学会、１人２万円の寄付を 

（５）新ポリオプラス募金活動の実施（ポリオ撲滅３ヵ年寄付、１人、年３０ドルの寄付を）２８２０地区財団委

員長 清水 清 委員長からの説明。 

   ２００８．７．１～２０１０．１２．３１に完了するもので、完全撲滅のために、ビルゲイツ財団より１億ドルの

寄付提供が決定し、同額補助金として、国際ロータリー理事会とロータリー財団管理委員会が協

議一致し、１億ドルを寄付するもので各クラブでも今後３年間、毎年１千ドルを目標に募集活動を

実施していく。 

   １９８５年にポリオプラスプログラムが１２５カ国の天然ポリオ菌生息地に開始されて、現在９９パーセ

ントを撲滅し、残り４カ国までに減少（インド、ナイジリア、パキスタン、アフガニスタン）したとのこと

です。 

２００８～２００９年度地区補助金の現況報告について。 

 （１）井上年度の地区補助金額は総額２５，０００ドルですが３２，０００ドルに増額となる。 

 （２）１クラブ１，０００ドルを基準額として、最高２，０００ドルを上限とする。 

 （３）プロジクト総事業費の２５パーセントが目安とする。 

 （４）事業終了後は１ヶ月以内に概要報告書をガバナー事務所宛に提出する。 

 （５）申請書、報告書はＰＣで記入し、手書きは避けて欲しい。 

 （６）ガイドライン：地域社会のニーズに直結した奉仕活動で、単年度完了のプロジクト、ロータリー財団

の人道的補助金ガイドラインに適格なこと。恵まれない人への支援を優先とし、単なる物品の寄付

は避けること。ロータリアンが直接奉仕活動に参加する、できるだけ汗をかくこと。土地、建物への

補助金、金銭贈与、労働対価、飲食費は認められない。 

 （７）審査、報告 

    第１回審査   ９月 

    第２回審査   １１月 

    最終審査    １２月 

    最終報告準備  ０９/５月 

財団委員会プログラム関係について。 

 （１）２００９～２０１０年度財団奨学生のクラブ推薦参加。 

 （２）廣瀬ガバナー年度のＧＳＥ団員とリーダーのクラブ推薦参加。 

    旧東ドイツ １８８０地区とのＧSE 交換、派遣２００９．５．３０～６．２９ 

    受入れ２００９．３．２８～４．２５ 
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    受入れ分区は２，４，６，８分区に決定 

 （３）マチング・グラントプロジクト積極的参加推進 

廣瀬昭雄ガバナーエレクトの活動方針について 

     ２８２０地区の最優先強調事項はＲＩの強調事項同一なものとし、また、地区の強調事項は１２項目、次

のとおりです。 

  １．ロータリーの心と原点を大切にしよう。 

  ２．魅力あるクラブ創りに邁進しよう。 

  ３．魅力あるロータリアンになろう。 

  ４．クラブリーダーシッププランの推進を。 

  ５．１８８０地区（ドイツ）とのＧＳＥを成功させよう。 

  ６．ＲＩ会長賞に挑戦しよう。 

  ７．ポリオ撲滅の約束を守ろう。 

  ８．ロータリーの公共イメージを高めよう。 

  ９．ＷＣＳのプロジクトの継続を推進しよう。 

  10．ＩＭを継続し、ロータリー研究とクラブの親睦の輪を広げよう。 

  11．新クラブ拡大を達成しょう。 

  12．バーミンガム世界大会に参加しよう。（２００９．６．２１～２４） 

今後のスケジュール 

  ４月２７日  地区協議会（つくば国際大学、土浦） ７月１２日  職業奉仕研究会 

  ７月１９日  新世代奉仕研究会   ７月２７日  国際奉仕研究会 

  ８月０２日  社会奉仕研究会 

 ２００９年４月１１日、１２日 地区大会（土浦市民会館） 

 

出 席 報 告 （大塚令昌委員） 

会員総数 出席者数 欠席者数 賜暇 メーク 出 席 率 

４８名 ３４名 １５名 ０名 １７名 １００．００％ 

 
ニコニコボックス（海老原良夫ＳＡＡ）              入金計 ￥60,000  累計￥1,742,000 
誕生祝御礼≪配偶者≫秋田・石塚（克）   各会員 

今日からお世話になります。宜しくお願いします。  古矢会員 

古矢 満君、入会おめでとうございます。  武藤・松村・石塚（利） 各会員 

古矢さん、入会おめでとうございます。本当にうれしいです。一緒に苦しみましょう！！ 倉持会員 

古矢 満さんを宜しくお願いします。  染谷（秀）・登坂  各会員 

古矢 満君、入会おめでとう。末長く宜しくお願いします。  海老原会員 

あと３ヶ月になりました。新会員の古矢さん、よろしく。   大串会員 

商工会館、橋本町へ移転致しました。皆様の来館をお待ち致しております。  北村（仁）会員 

日本経済新聞で紹介されました。  斎藤会員 

ゴルフでは、北村パストガバナー、武藤会員、大変お世話になりました。   樫村会員 

例会欠席しました。  田上・松坂・青木（全）・大塚・山野井・北村（英）  各会員 

永らく欠席致しましてご迷惑をおかけ致しました。申し訳御座いません。  橋本会員 

一ヶ月、ロータリーをご無沙汰しました。また宜しくお願いします。  石塚（克）会員 

４月１６日、例会欠席します。  白井会員 

欠席と報告し、出席しました。  隅屋会員 
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    平成２０年４月５日（土）・６日（日） 

 

 
 

会員の皆様お疲れ様でした。 

 
 会報委員会 委員長 松坂興一  副委員長 登坂 寛  委員 石塚利明  


