
５月は青少年奉仕月間 

1 
 

RI 第２８２０地区 

 

 

 

 

 

        
2018-2019 年度 RI 会長 バリー・ラシン 

 

例会予定   ５月１５日 新会員卓話  小林聡司会員、中山英俊会員 

         ５月２２日 外部卓話  茨城県議会議員  飯田智男様 

 

VOL.５６  Ｎｏ．３４ （通算Ｎｏ．2592） 

 

２０１９年５月８日（水）  例会プログラム           

点     鐘 

君が代・ロータリーソング 

ビジター紹介 

出 席 報 告 

ＳＡＡ報 告 

諸 報 告 

幹 事 報 告 

会 長 挨 拶                             写真提供者：石塚利明会員(ネモフィラ) 

ロータリー情報委員会 

 鈴木邦彦会員・北村 仁会員・松坂興一会員            

 

２０１８－２０１９年度    会  長  染 谷 秀 雄    幹  事  古 矢  満 

創立 １９６３年９月２５日 

≪例会場・例会日≫                     ≪事務所≫ 

〒303-0023 茨城県常総市水海道宝町 2790      〒303-0023 茨城県常総市水海道宝町 3386 

常陽銀行水海道支店内 3 階                        釜久ビル 3 階 

毎週 水曜日 12：30～13：30 ☎0297-22-1251    ℡ 0297-30-0875    Fax 0297-30-0876 

                                  Email mitsu-rc@lapis.plala.or.jp 

                                             URL http://www.mitsukaido~rc.jp/ 

水海道ロータリークラブ 

mailto:mitsu-rc@lapis.plala.or.jp
http://www.mitsukaido%7Erc.jp/


５月は青少年奉仕月間 

2 
 

例会報告    VOL.５６  No. ３３ (No.2591)  ４月２４日(水) 雨 (司会 鈴木勝久委員長) 

  本例会での主な事項 

◎会長挨拶            ◎地区研修協議会報告 

  ◎入会式      

 

入 会 式 

山﨑哲男会員 

職業分類・・・・石材小売 

委員会・・・親睦活動 

これから頑張っていき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 

国際ロータリー第２８２０地区 ガバナーノミニー 池田正純様(牛久ロータリークラブ) 

宮本武憲様(牛久ロータリークラブ) 

新会員 山﨑哲男様 

 

ガバナーノミニー挨拶  池田正純様 

こんにちは。６月１日より国際大会に参加してきます。７月１日より牛久ロータリー

クラブの例会場が変更になります。ベル・ザ・クラフです。 

９月１日はガバナー事務所を開設予定です。地区大会を早くするためです。  

その地区大会は１０月１７日・１８日に開催する予定です。 

また、４大セミナーの開催には皆様のご協力を得ませんと出来ませんので宜しく

お願いします。 

最後に地区副幹事を２名出して頂ければと思います。 

 

地区大会表彰 

長寿会員       ２５年１００%出席 

   

 山崎善市会員   鈴木邦彦会員     青木清人会員   大串 卓会員   島田 勝会員 

 

 

 



５月は青少年奉仕月間 

3 
 

諸 報 告 

ロータリー情報委員会  海老原良夫委員長 

インフォーマルミーティングを５月８日（水）昼の例会で開催することになりました。３名の方に１５分ずつ卓

話をお願いしております。「水海道ロータリークラブのこれまで そしてこれから」と題して鈴木邦彦会員、北

村 仁会員、松坂興一会員です。 

例会前の食事にご協力をお願いします。 

 

幹 事 報 告  古矢  満幹事 

週報受理クラブ なし 

例会変更通知 なし 

理事・役員会報告 

１. わんぱく相撲協賛金・・・・３万円 

２. 次年度地区補助金について・・・・サッカー大会 

３. クールビズについて・・・・５月より 

                   ・・・・・・・・・承認されました・・・・・・・・・・ 

 

会 長 挨 拶  染谷秀雄会長 

本日は、牛久ロータリークラブの池田ガバナーノミニー並びに宮本様、よ

うこそお越しくださいました。会員一同、歓迎申し上げます。 

さて、先日の水戸の地で行われました地区大会、朝６時半の出発にもかか

わらず、大勢の会員の方に参加していただきました。ありがとうございました。 

また、北村パストガバナー、地区委員の鈴木会員、北村英明会員におきま

しては、土曜日からの参加していただきました。また、石井会員はフィリピン、

タイからのお客様のお世話を兼ねて、金曜日から参加していただきました。

大変ご苦労さまでした。 

私も幹事と一緒に土曜日から会長幹事会に出席をしました。この会議では、地区の現況報告や各分区の

ガバナー補佐から事業報告があり、それぞれのクラブの活動報告がありましたが、会員増強の状況や実施

した事業の報告がありましたが、会員増強にいたっては、なかなか会員が増えないというクラブが多いよう

でした。 

２日目は、今までの大会とは少し違って、報告事項が多く、とても長く感じられました。特に、今年は青少年

奉仕に力を入れているということもあり、インターアクトの事業報告では学校ごとの発表あり、その後、ロータ

ーアクトの発表、米山学友会、ライラセミナーの発表など、登壇者のほとんどがスピーチしたこともあり、時間

が押してしまったのではないかと思います。 

しかし、私達はインターアクトやローターアクトの活動内容やロータリークラブへの思いなど聞く機会などあり

ませんが、彼女達が保育所へ行き、親が迎えにくるまで、小さな子供達と一緒に遊んだり、高齢者施設へ

慰問してお年寄りを楽しませている話など聞き、大変、感心すると共にインターアクト、ローターアクトの活

動を理解することが出来ました。 

入会したばかりの会員の皆さんにも、来年は是非参加してほしいと思います。 

今日は地区研修協議会に参加された１０名の会員の皆さんから報告がありますので、時間の関係上、これ

で挨拶を終わります。 
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地区研修協議会報告   

会員組織委員会  北村英明次年度会員組織委員長 

去る 4月 14日（日）地区研修・協議会に参加しました。次年度に向けた方針を

中村ガバナーエレクトから伺い、第 2820 地区の各委員会役員から具体的な

行動指針を聞きクラブにおける各委員会活動の方向付けの参考にする為の

研修会です。 

クラブ奉仕委員会の会員増強委員会に参加し、4 月 5 日現在 地区の会員数

は１,９７４名 年度初めから＋３０名 となっている。当クラブはこれから３名の

入会があり、今年度純増６名を果たしている。地区内でもかなりの貢献度だと

思われる。毎年８月が会員増強月間であり、次年度はこの時期（８月～１０月）にかけて、希望されるクラブ

に対して地区の会員増強委員会のメンバーが出前卓話を行い、ＰＯＷＥＲ ＰＯＩＮＴ 等を参考資料として

作成し増強の参考にして頂く、というビジョンが発表された。 

これとリンクする形で地区戦略計画委員長の高橋賢吾ガバナーから地区の３年ビジョンが発表された。 

①会員増強（２０２０年６月時点で目標 ２０５０名）  

②退会防止のためのオリエンテーションの実施  

③地区事務所の固定化  

④地区・学友委員会（ローターアクト・インターアクト）の設置  

⑤地区委員選考基準の策定  

⑥危機管理体制と規約の制定 

以上の項目について中村年度⇒池田年度 へとビジョンづくりを進めていく方針、とのこと。 

 

公共イメージ委員会  大塚令昌次年度 IT・広報委員長 

２８２０地区 ２０１９－２０年度の地区協議会に IT・広報委員委員長として出席

してまいりました。午前中は本会議、１３時より分科会に入り、私は第三グルー

プ会員増強・広報・雑誌委員会に、サブリーダーの北村英明会員と同じグル

ープでした。 

開会後、地区役員委員の紹介があり、規定審議会について大高委員から「例

会は月二回以上開催すべし」と」あり、議案変更提出は６月３０日とし制定は７

月１日とする。 

次にクラブ奉仕活動では、村田委員から公共イメージに SNSを活用発信・HPを開設する事。また、ロータリ

ー情報館を活用して下さいとの事。屋外での活動としては、ロータリーデイを作りスポーツ行事及びピクニッ

ク等の提案、また、３０年間係ってきたポリオ撲滅運動の活動の理解を求めました。私担当の広報委員会に

ついては、広報の頒布先の見聞が取り上げられ、また RLI(Rotary Leadership Institute)はロータリー・リーダ

ーシップ研究会の事で、リーダーシップ技能と質の高い教育を提供することが目的です。但し、RLIはRIの

正式なプログラムではありませんが、RI が承認している多地区合同のプログラムです。IT については、スマ

ートホン、インターネットの登録ホームページ等について簡単に説明がありました。 

最後に会員増強についてふれ、現在の会員数は１９６９名、本年度の２８２０地区の会員目標は２０９６名以

上であり退会防止と増強委員会以外の会員にも方にも協力を求めました。 
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国際奉仕委員会  倉持功典次年度国際奉仕委員長 

13 時より分科会会場にて国際奉仕委員会研修に参加しました。 

最初に柴山博光地区委員よりグローバル補助金を使った事業の紹介があった

のですが、本会議場を 3 つの分科会に区切って、同時進行したために、三人

の担当者の声が重なってほとんど聞き取れませんでした。あまりにひどいので、

急遽、別の部屋に移動することになりました。 

 異動後、当クラブから出向している石井康弘地区委員より世界社会奉仕と当

地区独自のプログラムであります「この指とまれ」について非常にわかりやすく

説明がありました。注意点としましては、信頼できる現地のクラブ及び団体との連携をはかり、任せきりにに

せずに現地へ赴いて一緒に事業を進めることと、支援後の活用と実態の検証は必ず必要とのことでした。

参加クラブの中から、任せきりにしたためにおきた失敗例の報告などもありました。 

 次に鶴田一郎委員長より、奨学生補助金についての説明がありました。グローバル補助金を利用するに

あたっては、非常にハードルが高いとのことで、2820 地区独自の国際親善奨学生補助金を利用する方法

についての説明がありました。 

最後に 2019-2020 年度のロータリー賞にチャレンジするためにチェックシートを使って、各項目ごとにア

ドバイスをいただき終了となりました。以上ご報告申し上げます。 

 

ロータリー財団委員会  廣井 信次年度財団副委員長 

分科会・第６グループ ロータリー財団委員会    2019年 4月 14日（日）

於：クリスタルパレス 

水海道ロータリークラブ・ロータリー財団委員・熊谷委員長の代理として上

記協議会、分科会に出席致しましたので報告します。 

最初にロータリー財団総括委員長、保延パストガバナーより、「2820 地区

は地区補助金クラブ参加率が全国 2 位（2017－2018 年度・55 クラブ中 54 クラ

ブ；98％）、非常に熱心な会員に支えられている誇らしい地区である」との冒頭

の挨拶で開会しました。 

次に、地区役員・ロータリー財団委員の紹介があり資金管理委員長・宇留野秀一氏より 2019－2020・

中村年度財団スケジュールの概要が発表され、目標寄付額は会員一人当たり 150＄以上（年次寄付 130

＄以上、ポリオ 20＄以上）、恒久基金 1000＄以上（1 クラブ 1 名以上）、ポールハリスソサイエティ－1000

＄以上（年次寄付＋ポリオ＋指定寄付≧1000＄）、とされました。 

ロータリー財団の寄付のアウトラインとして①年次基金への寄付②恒久基金への寄付③使途指定基

金への寄付の大きな三つの枠組みと資金の流れの説明があり、私は恥ずかしながら、ここで初めてポール

ハリスフェロー、ベネファクターとはどういうものなのかを知りました。寄付されたお金は本部で 3 年間資金

運用され、その後に全世界の地区へ分配される基本構造も理解しました。因みに 2015－2016 年度のロー

タリー財団の規模は年次基金 1 億 2100 万＄、ポリオプラスに 9700 万＄、恒久基金へ 1700 万＄、その他

の資金へ 3100 万ドルの合計 2 億 6000 万＄（1＄＝115￥とすれば 299 億￥）に達するメガファンドである

ことを認識しました。 

後半では、各分区ごとにテーブルディスカッションの形式で各クラブの寄付の状況、問題点などを意

見交換する場となりました。第 7 分区のテーブルには、補助金委員長佐藤敏近氏をオブザーバーとして、

竜ケ崎 RC、水海道 RC、取手 RC、牛久 RC、守谷 RC、龍ヶ崎中央 RC の財団委員が顔を合わせ各クラブ

の活動状況や問題点を検討しました。水海道 RC は分区中最大の会員数（53 名）を擁し、2017－2018 年

度財団年次基金の一人平均額は 173.4＄で、2820 地区全体の平均 157.5＄を上回っています。第 7 分区
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では龍ヶ崎中央 RC の 203.0＄が一位でしたが会員数は 10 名であることを考えると個々の負担が高まって

いるのではないかと懸念されます。会員数×一人平均額でカウントすると水海道 RC は第 7 分区中断然の

トップということになります。 

最後に、今年度地区役員・財団委員は各ロータリークラブの例会に、ロータリー財団、並びに寄付金の流

れに関する“出前卓話”行う準備があるとのことでした。入会して間もない会員にとって寄付の内容、構成、

運用を理解することは寄付の動機づけ、会員継続への意欲を維持するうえでも有効と考えられ、ご検討い

ただければ幸いです。 

 

米山記念奨学会  青木清人次年度米山記念奨学会委員長 

午前 本会議 

・中村ガバナーエレクト 緊張気味。暖かみを感じる。 

午後 分科会・・・米山記念奨学会 

・総括委員長・・井田(つくば学園)、選考・・市村(つくばシティ) 

・各クラブより意見を聴取    中国／韓国・・外交 

                    連絡がない 

・私からも苦言を一言 

  ・当たり外れがある事 

  ・指定校から推薦された候補生に対して米山奨学生としてふさわしくなければ面接でカットして欲しい。 

＊１０月の米山月間寄付のお願い 

 ・普通寄付:５,０００円(クラブ)、特別寄付:２０,０００円(個人 or 法人) 

＊米山奨学会とは(新会員向け) 

  日本のロータリーの創始者 米山梅吉さんの偉業を記念し、１９５２年東京クラブが海外の留学生を支援

する”米山基金”が始まり。今では奨学生数８５２人、事業費１４億円の民間奨学金では国内最大規模。日

本と世界とを結ぶ「架け橋」となる人材を育成するのが目的。 
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出 席 報 告   青木英男副委員長 

会員総数 出席者数 欠席者数 出席免除 メーク 出 席 率 

５７名 ４２名 １３名 ２名 １３名 １００．００％ 

 

ニコニコボックス   前島 聡委員長             入金額  46,000 円   累計 1,838,000 円 

これからいろいろお世話になる事が多くなると思います。宜しくお願いします。 池田様(牛久ＲＣ) 

池田ガバナーノミニーの幹事をすることになりました。今後とも宜しくお願いします。 宮本様(牛久ＲＣ) 

池田ガバナーノミニー、宮本様、ようこそお越しくださいました。  染谷（秀）会員 

先日は地区大会、地区ゴルフコンペとご参加ありがとうございました。また表彰されました皆様おめでとうご

ざいます。そして池田ガバナーノミニーようこそおいで下さいました。   古矢会員 

池田ガバナーノミニー、宮本さん、ようこそ宜しくお願い致します。  北村（仁）会員 

池田ノミニーようこそ水海道にお越し頂きました。今後共宜しくお願いします。  白井会員 

平成から令和に年号が変わりますが水戸の夜は如何でしたでしょう？染谷会長、古矢幹事詳しく教えてく

ださい。お疲れ様でした。  青木（正）会員 

地区大会お疲れ様でした。  石塚（利）・染谷（正）・五木田（裕）  各会員 

４月１４日地区研修会出席の際、名札を東海那珂ロータリークラブの回収ボックスに返却してしまいました。

和久さんゴメンナサイ！！  廣井会員 

４月１７日は美術館・キッコーマン見学会、３２名でまあまあ盛大に執り行うことが出来ました。ご参加頂いた

皆様、ご協力ありがとうございました。  北村（英）会員 
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職業奉仕委員会の皆様大変ご苦労様でした。キッコーマン良かったです。また新入会員の皆様入会ありが

とうございます。今後共よろしくお願いします。楽しんで下さい。  熊谷会員 

山﨑さん入会おめでとうございます。宜しくお願いします。  倉持会員 

地区大会お世話になりました。  松崎会員 

お陰様をもちまして、市議会議員選挙にて当選させて頂きました。ありがとうございました。 大澤会員 

山﨑哲男君、入会おめでとうございます。  齋藤（政）会員 

山﨑君、ご入会おめでとうございます。大澤さん、ご当選おめでとうございます。  前島会員 

山﨑さん入会おめでとうございます。  淀名和会員 

例会欠席しました。  軽部会員 

地区大会欠席しました。  宮代・斎藤（広）  各会員 

地区大会欠席しました。大澤さんおめでとうございます。益々のご活躍をお祈り致します。  福田会員 

休みがちで申し訳ありません。  五木田（利）会員 

初めて地区大会欠席しました。  鈴木（邦）会員 

 

会報委員会  石塚利明委員長  内村尚史副委員長  軽部良一委員 

 

 

  

写真提供者: 石塚利明会員    青木正弘会員 

           ネモフィラ                             浦 島 草 


