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2009-2010年度 ＲＩ会長      次回例会予定 ６月２日 事業実績報告 

ジ ョ ン ・ ケ ニ ー     ６月９日 事業実績報告 
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例会報告   Vol.４７ No.３５（No.2237） ５月１９日（水）曇り  (司会 斎藤広巳委員長） 

本例会での主な事項 

☆会長挨拶                 ☆地区協議会報告 

☆入会式 

 

ビ ジ タ ー 

新会員  雨谷道夫会員 

 

入 会 式        誕 生 祝 

雨谷道夫会員                 

地元の人たちと交流しながら勉強 

していきたいと思います。 

今後とも宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

諸 報 告                                 ≪会員≫石塚利明会員 

親睦活動委員会 山牟田 博委員                         

６月１０日（木）第７分区ゴルフコンペがあります。ご参加の程宜しくお願いします。 

場  所:ザ・竜ヶ崎ゴルフクラブ 

参加費:３０００円 

 

幹 事 報 告  武藤康之幹事 

週報受理クラブ 竜ヶ崎ＲＣ 

例会変更通知   竜ヶ崎ＲＣ  ６月１５日(火) 新旧委員長会議 き仙 

 

６月のクラブ予定 

６月９日(水) 午後６時３０分より新旧委員長会議(対象者 新旧委員長) 

６月１０日(木) 第７分区ゴルフ大会 

６月２３日(水) さよなら例会 午後６時より糀屋(昼の例会はありません) 

６月３０日(水) 休会(定款第６条により) 

 

会 長 挨 拶  田上秀雄会長 

皆さん、こんにちは。本日から新会員として雨谷道夫さんが入会されました。所

属委員会は親睦活動委員会です。宜しくお願いします。 

さて、今日は私の本業であります物流の歴史について少しお話いたします。 

そもそも『物流』という言葉は戦前にアメリカで生まれたマーケティングの専門用

語で Physical Distribution『物的流通』が短縮されたものと言われています。江

戸時代は船を利用したり、馬や牛に荷物を背負わせ移動するなどが主な手段で

した。その後時代と共に列車・トラックなどの輸送に代わっていきました。物流の

現在の機能は輸送・保管・荷役・包装などです。 

現在では各家庭に荷物が届けられるのが当たり前ですが、昔では輸送手段が限られるため時間や手間

がかかり大変でした。しかし変わらないものはどんな時代でも「生産と消費を結ぶモノの移動」つまり生産
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者とお客様を結ぶものが運送であります。 

私達ロータリアンも奉仕の心で人と人を結ぶ役割があります。今後も人の輪を大切にして仲間を増やして

いきたいと思います。 

 

※ ５０周年企画委員会推薦、理事会了承にて、実行委員長に鈴木 豊会員と決まりました。 

 

地区協議会報告  

社会奉仕委員会  大串 卓次年度委員長 

地区協議会、社会奉仕分科会の報告を致します。 

まず、鈴木 豊社会奉仕総括委員長が短時間に内容の濃い挨拶をしました。その内容は、決議２３－３４

に明記されている奉仕の理論を実践に移さなければならない。社会奉仕は、ロータリーを一つの生命体

とすればその心臓の鼓動に当たると言われるほど重要性を示しております。社会奉仕委員会は地域社

会で最も必要かつ緊急性(ニーズ)の調査を行い、地域密着型奉仕活動を行ってください。また、世の為

人の為社会の為ではなく、世間と共に人と共に他団体と共に奉仕活動を行っていただきたいと挨拶され

ました。次いで、永井カウンセラーが奉仕とプロジェクト、役割と責務について説明しました。研修目的とし

て、効果的なクラブを作るうえでの責務を理解するために、ロータリークラブ指導者に必要とされる技術・

知識及び動機付け能力を開発することにあります。 

効果的クラブとは、 

1) 会員基盤を維持・増強する。 

2) 地元社会及び他国の地域社会のニーズに取り組む成果溢れるプロジェクトを実施する。 

3) プログラムへの参加並びに財政面での貢献を通じてロータリー財団を支援する。 

4) クラブレベルを超えてロータリーで奉仕できる指導者を育成する。 

次いで、サブリーダーから財団の地区補助金についての説明があり、最後に奉仕プロジェクトの事例発

表が結城ＲＣ、勝田ＲＣ、龍ヶ崎中央ＲＣからありまして分科会が終了しました。 

 

新世代奉仕委員会 石塚克己次年度委員長 

○本会議では山崎ガバナーエレクトが自ら作成したパワーポイントによる次年度方針が発表されました。

その内容、展開に会場の誰もが称賛されたのではと思います。 

○続いて会場を移動して第７グループ新世代奉仕委員会に出席しました。 

以下、各委員長の発表内容を報告します。 

井上パストガバナー・担当カウンセラー 

「水戸市で行われたコスプレ大会は大変な人数の参加で驚いた。大方、２０～３０代の男女、マナーの良

さを感じた」と言う話を皮切りに「ロータリーの新世代プログラムへの取り組み事項」について述べられ「特

にローターアクト、インターアクトの創立にがんばっていただきたい、そしてライラへの協力と成功」をお願

いしたいと申された。 

 

※分科会各委員長のコメント 

○「若い人たちと共に汗を流していただきたい、理論より行動、その中でロータリーの楽しさを味わってい

ただきたい」 

○「青少年交換・ライラ・インターアクト・ローターアクト」の４つの部門をコラボレーション化して奉仕活動を

進めていくことが大切」 

○「長年在籍しているロータリアンやガバナーを経験されたロータリアンでも青少年の見本、規範となる人

は必ずしも多くない」 

○「会員が減少し、存続の危機があるローターアクトクラブがあるので６０クラブのロータリアンに是非、応
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援をいただきたい」そして「提唱クラブを単独でなく２，３の共同クラブを運営したい」と要望されました。 

○「RC ではローターアクトへの現状認識が薄い。例えばローターアクト地区大会はもちろん、ロータリーク

ラブ間で地区大会への参加依頼があることを知っているか？」 

 

質疑応答の時間は約１５分程度でしたので、私はライラの開催時期について次々年度への要望として伝

えました。「１０月の運動会、地域イベント、行楽シーズンを外してロータリアンや新世代が参加しやすい

時期に実施して欲しい」 
 

国際奉仕委員会 倉持功典次年度委員長 

国際奉仕委員会では、坂寄総括委員長より、人的交流という「顔の見える交流」を原点に行動し、だれで

もが参加できる国際奉仕をめざし、クラブから分区 分区から地区 そして地区から世界にと社会奉仕の

輪を広げていく という基本的な考え方の説明がありました。 

それから、26 年にわたる歯科医療奉仕とＷＣＳの「この指とまれ国際奉仕」事業、そして青少年長期交換

派遣についての説明がありました。 

また、独自の活動をしているということで、水海道ロータリークラブが紹介されました。 

 

米山記念奨学会  海老原良夫次年度委員長 

米山記念奨学会に出席して参りました。地区より昨年並みの寄付要請がありました。 

 

幹事部門  大塚令昌次年度幹事 

役割と責務・・・・クラブ幹事は、７月１日に正式に就任します。各クラブの大きさや活動、またあなた自身

がどれだけロータリーと幹事の役割について知っててるかによって、仕事の量も体験する事柄も違ってき

ます。クラブ幹事の最も重要な役割は、クラブが効果的に機能するよう援助することです。 

クラブ幹事の具体的な任務・・・ 

1） 会員の記録を整理保管する。 

2） 例会の出席を記録しその月の出席者数を最終例会の後１５日以内に地区ガバナー（ガバナー事務

所に）報告する。 

3） クラブ理事会、クラブ協議会、委員会などの諸会合の通知を送る。 

4） クラブ理事会、クラブ協議会、委員会の議事録を作成しこれを保管する。理事会の決定事項は幹事

が例会で報告するか、クラブ会報に掲載する。 

5） 報告書をＲＩ事務総長に送付する事が義務付けられている。（会員半期報告、正会員の人頭分担金、

規定審議会の追加会費、半期報告を提出した後にクラブ会員に選ばれた正会員の四半期報告書、

ほか） 

6） ロータリーの友の購読料を徴収して、ロータリーの友事務所に送付する。 

7） ７月１日及び１月１日以降出来るだけ早くクラブ会費の請求書を全会員に送付して、半期分を徴収し

て会計に回す。必ず会員証を発行する。 

8） 地区からのＥメールの内、重要なものは直ちに会長に報告し、その対策を実施する。 

など、沢山のことが幹事要覧に書かれておりました。 

 

出 席 報 告 （福田克比古委員長） 

会員総数 出席者数 欠席者数 賜暇 メーク 出 席 率 
５５名 ４０名 １５名 ０名 １５名 １００．００％ 
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ニコニコボックス 北村英明副委員長              入金計 ￥51,000   累計 ￥1,925,000  

誕生祝御礼≪会員≫石塚（利）会員 

５月１３日の親睦ゴルフ大会で優勝しました。親睦委員会の皆様お世話になりました。 田上会員 

今晩のクラブ協議会、宜しくお願い致します。  白井会員 

雨谷さん、入会おめでとうございます。  武藤会員 

雨谷さん、ようこそ。  大塚会員 

入会御礼。今後とも御指導の程お願い申し上げます。  亀崎会員 

親睦ゴルフお疲れ様でした。準優勝ありがとうございました。  古谷会員 

親睦委員会の皆様、ご苦労様でした。賞品ありがとうございました。  染谷（正）会員 

親睦ゴルフお疲れ様でした。ゴルフ以上に懇親会でのカラオケやり過ぎました。  石塚（克）会員 

親睦ゴルフお疲れ様でした。  五木田会員 

先日のゴルフの賞品に１００K を超えるマグロのおいしいところをご用意しました。優勝された田上会長、

準優勝の古谷会員、三位の染谷正美会員、どうぞご賞味下さい。  穂戸田会員 

親睦ゴルフ大会お疲れ様でした。門脇支店長ベストグロス賞のワインおいしかったです。 北村(英)会員 

第４０回市民チャリティゴルフ無事終了しました。  斎藤会員 

山牟田さん、頑張って下さい。  倉持会員 

先週お休み頂きました。  山牟田会員 

その他  横山会員 

 
会報委員会   染谷正美委員長   秋田政夫副委員長   石塚幸一郎委員 

 

3 年に 1 回開かれる規定審議会が、4 月 25～30 日、ロータリーの発祥の地、アメリカ・イリノイ州シカゴで

開催されました。規定審議会は、国際ロータリー（ＲＩ）の立法機関で、ＲＩの組織規定を改定する権限をも

っています。各地区から1人選出された代表議員たちが、地区やクラブから出された立法案を審議します。

立法案は、そのまま通るものもありますが、言葉や文章を修正、追加、削除して、採択されるものもありま

す。適切でないと判断されたものは、否決されます。 

 立法案には、制定案と決議案の 2 種類があります。 

制定案－－ＲＩ定款細則または標準ロータリークラブ定款を改正する立法案。 

決議案－－組織規定を改定しない審議会決定。RI 理事会に意見を表明したり、提案を行ったりする立

法案です。 

 今回、採択された立法案は下記の通りです（■に塗られたものは制定案で採択されたもの、■に塗られ

たものは決議案で採択されたものです）。採択された立法案については、「採択」または「修正後採択」の

文字をクリックすると、詳細を見ることができます。翻訳については、規定審議会に立法案が提出された

時点のものであり、また、修正個所の赤字については、規定審議会当日の通訳の日本語または、審議さ

れた英語そのままです。今後、翻訳が見直され、文言が変更される可能性がありますから、必ず、後日、

ＲＩ各クラブ宛に送られる公式な文章をご確認ください。 
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