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VOL. ４５  No.５ （通算Ｎｏ．2127） 

                         

2007 年 8 月 1 日（水）例会プログラム 

点鐘                            ロータリーは分かちあいの心 
君が代・ロータリーソング            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 
ガバナー公式訪問                         思いやりの心で 
    井上壽博ガバナー 
 

 

  例会報告  Vol.45  No.４（No.2126）  ７月２５日（水）曇り  (司会北村陽太郎委員長） 

 

本例会での主な事項 

◇入会式   ◇公式訪問前クラブ協議会 

 

入 会 式   荒木茂起会員 

      
只今ご紹介頂きました荒木で御座います。歴史のある水海道ロータリークラブさんに入会させて頂き、誠

に有難う御座います。努力、精進して参りたいと思いますのでご指導宜しくお願いします。 

 

ビ ジ タ ー 

新会員 荒木茂起様 

片桐武美様 （守谷ＲＣ） 

仲田耕三様 （守谷ＲＣ） 

鈴木 豊様 （第７分区ガバナー補佐） 

 

諸 報 告 

国際奉仕委員会 （五木田利明委員長） 

８月１日（水）の例会にツウンバ派遣学生３名が挨拶に見えます。残念な事に１人北村会員のお子様はダ

メになってしまいました。今年は全員女の子達です。 
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親睦活動委員会 （穂戸田好範委員長） 

９月８日（土）の納涼会、参加申し込みありがとうございしまた。８月８日（水）より会費の徴収をさせて頂き

たいと思います。よろしくお願い致します。 

 

１００％出席表彰 

青木正弘会員、青木全弘会員、秋田政夫会員、

石塚克己会員、飯塚三夫会員、小島富雄会員、 

大串 卓会員、北村 仁会員、北村陽太郎会員、

草間春正会員、熊谷 昇会員、島田 勝会員、 

白井 豊会員、隅屋祐三会員、鈴木邦彦会員、

鈴木 豊会員、登坂 寛会員、中川莞爾会員、 

長塚 暁会員、松坂興一会員、皆葉瑞男会員、

武藤康之会員、横山 修会員、北村英明会員、 

倉持功典会員、橋本忠昭会員、田上秀雄会員 

穂戸田好範会員 

 

 

幹 事 報 告 

週報受理クラブ なし 

例会変更クラブ なし 

 

守谷ＲＣより、納涼親睦会のご案内が届いております。回覧します。 

８月２６日（日） ウェディングヒルズ アジュール  会費：７０００円 

 

会 長 挨 拶 （大串 卓会長） 

皆さん、こんにちは。守谷ＲＣの片桐様、仲田様、ようこそいらっしゃい

ました。また、本日よりお仲間になります荒木会員よろしくお願いします。

荒木会員の職業分類は銀行、委員会はロータリー財団です。 

クラブ協議会に移ります。 

次週、８月１日ガバナー公式訪問になります。その時のスケジュールを

確認致します。 

会員の方々は、１２：００までに例会場に集合してください。 

１２：３０、より通常例会を行います。１３：３０、例会終了後、写真撮影を

行います。 

１４：００からクラブ協議会が始まります。この時は、委員長ばかりではなく、なるべく多くの会員の皆様に出

席をお願い致します。 

クラブ協議会には、２００４年度版手続要覧と現況報告書を忘れずに持ってきてください。 

各委員長さんには、委員会事業計画を発表していただきますが、報告書の丸読みではなく、何か工夫し

ての発表をお願いいたします。 

また、やむを得ず欠席される場合には、必ず代理の方を立ててください。 

協議会終了後、１６：３０より、糀屋で反省会ならびに懇親会を開きます。 

以上で、公式訪問時の連絡は終わりますが、会員全員が出席できますよう、協力お願いいたします。 

それでは、鈴木ガバナー補佐挨拶、よろしくお願い致します。また、補足がありましたら付け加えてくださ

い。 
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クラブ協 議 会   鈴木 豊ガバナー補佐 

２００７～０８年度 ガバナー公式訪問に向けて 

（Ⅰ）国際ロータリー 

 イ．会長 ウィルフリッド・Ｊ・ウィルキンソン氏（カナダ出身、公認会計士） 

 ロ．テーマ 「ＲＯＴＡＲＹ ＳＨＡＲＥＳ」（ロータリーは分かち合いの心） 

     2 つの意味 ・ロータリーは分かち合うということ 

・私たち皆がロータリーを分かち合うということ 

 ハ．会長の言葉 

   ロータリーは思いやりの心があるからこそ、ロータリーは分かち合うのです 

   ロータリーはニーズを理解しているからこそ、    〃 

   ロータリーが超我の奉仕を実践しているからこそ、  〃 

   テーマを選ぶ上で、分かち合いの心があるからこそロータリーなのです。 

   自分の時間、才能、金銭の面でも皆と分かち合っています。 

   そして何より、私たちは愛を分かち合っています。自分がいらなくなったものを支えるのではなく、私

たちは自分の身を捨てて、そして自分を支えるというのが、分かち合う心であります。 

  ニ．強調事項 

     水保全、保健及び飢餓救済、識字率向上、ロータリー家族 

（Ⅱ）第２８２０地区（２００７～０８年度） 

  イ．ガバナー   井
いの

 上
うえ

  壽
とし

 博
ひろ

 氏 （水戸クラブ、陶芸家） 

  ロ．ＲＩテーマを受けて  

   ・クラブ奉仕を通じて「分かち合い」クラブはロータリーの手となる存在 

   ・職業奉仕を通じて「愛を分かち合う心」ロータリーの声 

   ・社会奉仕を通じて「    〃   」ロータリーの心臓部 

   ・国際奉仕を受けて「    〃   」ロータリーの目の役割 

   ・青少年活動を通じて「   〃   」青少年はロータリーだけでなく全ての人々にとっての未来 

   ・会員増強を通じて「    〃   」新会員 1 名 既存会員を維持し成長していく 

  ハ．ＲＩ強調事項を受けて 

   （１）会員増強      クラブ 1 名以上 

   （２）財団支援      1 人１３０ドル、新ベネファクター 

   （３）ＲＩ会長賞     率先して挑戦 

   （４）奉仕プロジェクト  1 クラブ「1 プロジェクト」 

   （５）世界社会奉仕（ＷＣＳ）プロジェクトの推進 

   （６）地区リーダーシップの育成 

   （７）Ｇ・Ｓ・Ｅ 

   （８）Ｉ・Ｍ       職業奉仕、ロータリー財団（2008．2．23） 

   （９）世界大会      第９９回ロス大会への参加 

   （10）米山奨学      1 人 20,000 円 

（Ⅲ）ガバナー補佐の役割と責務 

ガバナー補佐は地区レベルの任務を遂行し、また、担当する分区内クラブの管理運営（クラブ奉仕）に関

して、ガバナーを補佐する責任を負う。 

     ・地区とクラブの「架け橋」→ 御用聞き 
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     ・効果的ロータリークラブになる為の支援 

     ・「機能の喪失」の検討 → 手続要覧Ｐ.19（2004 年） 

     ・ガバナーへの絶対的支援 

     ・クラブ訪問（4 回以上） 

（Ⅳ）効果的（活力ある）なクラブ 

 
 

効果的なクラブ 
 
 
 

会員基盤 成果のある  ロータリー ｸﾗﾌﾞ･ﾚﾍﾞﾙ 
を維持、 奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ  財団を  を超えた 
拡大する を実施する  支援する 指導者を 

        育成する 
 
 

クラブ・リーダーシップ・プラン 
四大奉仕部門 

<私の考え> 

（1）ロータリーの主体性 クラブにあり（ＲＩ→地区→クラブではなく、クラブ→地区→ＲＩの考え） 

      ［ＲＩロータリー定款、細則、標準ロータリー・クラブ定款、細則 

   （２）効果的（活力ある）クラブとは 

      イ．例会への出席 

         例会は自己修練の場（学び舎） 内に修練、外には奉仕時間と金は無駄遣いをしないこと 

      ロ．「寛容」の精神、思いやり 

      ハ．友愛と親睦（クラブの出発は親睦ありき） 

        （高度な親睦まで高めること）同好会 ⇒ 精神的な親睦 

      ニ．自然発生する奉仕活動 ⇒ 本物となる 

      ホ．ロータリー精神は、トップダウンではなくボトムアップ 

        （私がクラブに対して、地区に対して、何が出来るか） 
（Ⅴ）ロータリーの魅力 

  ・良き基本理念、良き哲学の上に育ってきたロータリーはいつの世も間違いなき思想であります。 

   「超我の奉仕」… 第１標語     フランクＢ．コリンズ 

   「最もよく奉仕する者、最も多く報いられる」… 第２標語 アーサーＦ．シェルドン 

   「決議２３－３４号」 社会奉仕に関する１９２３年の声明 

   「四つのテスト」  ハーバート．テーラー 

  ・自己より利他の心・精神を唱えており、「足るを知る」知足の心を優先に感謝と謙虚さをベースにして

ある。 

  ・人脈を瞬時に得ることが出来る。 

  ・自己実現を図れる（自己修練の場）→ 研究会、ミーティング等 
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  ・世界的規模の奉仕活動に参加できる。 

  ・年齢差、職業を越えた奉仕活動に参加出来る。  

  ・その他（山ほどあります）考えて下さい。  

 その反対に、 

  ・ステイタスの喪失（奉仕活動の多様化） ロータリーの存在価値 

  ・ＲＩ理事会のルールの緩和 イ．出席率の問題 60％→50％？   

                    ロ．例会の回数  ４回→2 回？     

                    ハ．1 業種制の崩壊 

                    ニ．財団への寄付行為への傾倒   

                    ホ．地域の緩和 等々 

（Ⅵ）最後に 

ロータリー仲間は多くの時間を共有しています。大いに語らい、大いに酒を飲み交わし（私は飲めません

が…）、親睦と友好を深めて頂きたい。そして、ロータリーを好きになって、ロータリーライフをエンジョイし

て下さい。 

また、ガバナー補佐への御指導、御支援、御協力も忘れず宜しくお願いします。私も 1 年間頑張ります。 

 

出 席 報 告 （大塚令昌委員長） 

会員総数 出席者数 欠席者数 賜暇 メーク 出 席 率 

５０名 ３７名 １３名 ０名 １名 ７６．００％ 

 
ニコニコボックス（海老原良夫ＳＡＡ）               入金計 ￥46,000  累計￥318,000 
何かとお世話になっております。  片桐武美様、仲田耕三様 

新会員であり、今後とも宜しくご指導お願い致します。   荒木会員 

来週のガバナー公式訪問よろしくお願いします。また、今日はクラブ協議会に参加させて頂きます。よろ

しくご指導の程お願いします。  鈴木（豊）ガバナー補佐 

鈴木ガバナー補佐、今日はよろしくお願いします。  大串会員 

新会員、荒木茂起さんの入会歓迎します。  田上・小島  各会員 

新会員、荒木茂起さんの入会を歓迎します。クラブ会員の皆様、よろしくお引き立て、ご交誼の程お願い

します。  松坂会員 

荒木さん、入会おめでとう御座います。  青木（正）会員 

当番町内としての祇園祭も台風により一週延期となりましたが、何事もなく無事終わりました。 島田会員 

来週の例会、公式訪問日、当天満宮八朔祭につきやむを得ず欠席させていただきます。 福田会員 

週報に写真が掲載されました。有難う御座います。  白井会員 

その他  山野井・二本松  各会員 

例会遅刻しました。  五木田会員 

早退します。  横山会員 

出席１００％の皆様おめでとう御座います。  染谷（正）会員 

ＳＡＡ委員長に声を掛けていただきました。  熊谷会員 

次週の例会は弁当に寿司をとります。皆さん出席宜しくお願いします。井上ガバナーの好物のお寿司を

取ります。  海老原会員 

 

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 


