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例会報告    VOL.５７  No. １１ (No.2608)  ９月１８日(水) 雨 (司会 石塚克己委員長) 

  本例会での主な事項 

◎会長挨拶            ◎公式訪問前クラブ協議会 

                                  ガバナー補佐 横山善英様 

 

ビ ジ タ ー 

第７分区ガバナー補佐  横山善英様(龍ヶ崎中央ロータリークラブ) 

                川上 勉様(龍ヶ崎中央ロータリークラブ) 

太田嘉正様(東京中央ロータリークラブ) 

 こんにちは。太田でございます。所属は２７５０地区東京中央ロータリークラブで

す。水害の時に義援金をお届けにお邪魔しております。我がクラブは２２０名の会

員がおります。次年度会長となりますので、本日は参考のために例会に出席させ

ていただきました。また、メーキャップに伺えればと思っております。 

 

 

諸  報  告 

奉仕プロジェクト委員会  大澤 清副委員長 

９月２３日のロータリーデーの集合時間等のお知らせです。 

実行委員会の方は９時集合、そのほかの会員かたは１０時までにお集まりください。 

尚、当日雨の為開催するか否かは常総市ホームページ並びに当クラブのホームページに掲載されます。 

 

青少年奉仕委員会  石塚利明副委員長 

本日週報に写真が掲載されてます通り、９月１４日(土)に地区補助金事業としまして、少年サッカー谷和原

カップのゴールポストとサッカーボールを寄贈致しました。ご参加いただきました会員の皆様お忙しい中あ

りがとうございました。また、来る９月２８日(土)守谷市常総運動公園にて谷和原カップを開催致します。 

７時３０分集合になりますのでご参加をお願い致します。ご参加の際は５５周年事業でお渡ししましたロータ

リーベストの着用をお願いします。 

 

幹 事 報 告  五木田利明幹事 

週報受理クラブ なし 

例会変更通知 なし 

九州北部豪雨に６万円の義援金をワンコインより拠出します。 

９月２５日(水)公式訪問には、ネクタイ・上着着用でお願いします。 

新会員推薦についてご異議がありませんでしたので、中島茂則氏の入会となります。 

 

会 長 挨 拶  瀬戸隆海会長 

横山ガバナー補佐、ようこそ当クラブの例会にお越しいただきありがとうござ

います。本日は、恒例のガバナー公式訪問例会前の補佐公式訪問という事

であります。ガバナーの人柄とか、公式訪問の意義とか、公式訪問前のご指

導をいただくことになっています。宜しくお願い申し上げます。 

御承知の通り、次年度は第７分区からガバナーとして牛久ロータリークラブ

の池田氏が就任することになっています。そして、ガバナー補佐には竜ケ崎ロ
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ータリークラブの山﨑恭弘氏が就任することに決まりました。今年度もまだまだ始まったばかりなのに、着々

と次年度の準備も滞りなく進んでいる。これも、横山ガバナー補佐の指導力かと思います。引き継ぐという

事はとてもエネルギーが必要です。引き継ぐにしても、人材どころか人がいない、人を育てなければいけな

い。そろそろ当クラブも次の人を発掘しなければいけない時期が近づいてきました。どうぞ、声をかけられ

た人は二つ返事でお受けいただけることを期待したいと思います。 

ところで、先日福島市に行く事がありました。普段は車で行く事が多いのですが、たまたま今回は電車で

行き、駅を出たところの駅入り口に大きな白いボックスがおいてありました。何かと思い近づいたら、「白ポス

ト」と書いてありました。ボックスには、「少年に見せたくない雑誌など、家庭職場などに持ち込まないでこの

ポストに入れてください。」と書いてありました。あるロータリークラブと同じような団体が、何時設置したのか

わかりませんが、とても懐かしいものでありました。ふと考えてみると、今時そのような雑誌はなかなかお目

にかからないし、ほとんどインターネットですよね。時代に取り残されたもので、どちらかと言えば博物館物

かなあと思いました。先人が、青少年の環境問題を取り上げて寄贈したものなんでしょうけど、今になって

は時代錯誤も甚だしいもの。 

考えてみれば、我々の奉仕活動もいかがなもの何でしょうか。先人たちが作ってくれた、忘れていた看

板や工作物、奉仕活動、今こそ一つ一つを点検し、やることの意義を確認していかなくてはならないと思う

のであります。 

ロータリー財団は、ポリオの目標として『ポリオ撲滅』という目標で活動してきましたが、ポリオ常在国パキ

スタンとアフガニスタンの二か国になり、『ポリオ根絶』という目標に改めました。 

ロータリーの目標は、歯車のように常に時代に沿った事に敏感に対応しなければいけません。しかし、

目的は変わることはあってはいけないと思います。我がクラブも、常に将来のクラブの発展のために、長期

的、中期的な目標を設定して活動を進めなくてはなりません。常に意識を研ぎすませていきたいと思うので

あります。 

今月２３日は、当クラブのロータリーデーイベントが開催されます。当クラブでは、まったく初めての事業

ではありません。時に応じて、様々なテーマで事業を展開してきました。何卒、この事業を成功させることと、

将来的にロータリーの仲間を増やすきっかけになっていただければと思います。 

最後に、9 月初めの九州北部災害に当たり、日本のロータリーとしてやっと動き出しました。当クラブとして

も、一人 1,000 円×人数分＋αとして 60,000 円を拠出させていただくことを理事会で承認いたしました。

多分、先週の台風被害で千葉県に対ししても、義援金の対象になると思います。本来でしたら、もっともっ

と義援金を拠出したいのですが、昨今の異常気象等で災害が多く、いただいた以上には出せないというの

が現状です。しかし、思いだけは人一倍にあるかと思います。何卒、ご理解をいただきたいと思います。 

 

公式訪問前クラブ協議会   第７分区ガバナー補佐 横山善英様 

■皆様こんにちは！ ガバナー補佐として第 7 分区を担当しております横山と申

します。宜しくお願い致します。 

いよいよガバナー公式訪問が来週に迫りました。本日は事前訪問ということで

公式訪問について少しお話しさせて戴きます。第7分区は7月25日に取手RC、

7 月 26 日に守谷 RC のガバナー公式訪問を終えました。ガバナーはとても温厚

で真面目な方です。留意すべき点は何もありませんので、例年通り自然体で臨

まれることを希望します。 

■それでは第 7 分区の現況について少しお話しさせて戴きます。私は当初の会長幹事会で 6 つの事項を

お願い致しました。 
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①会員増強：7/1 日現在 162 名で出発しましたが現在 163 名で 1 名の純増となっております。地区方針で

は 162+(2*6)で 174 名。RC central 目標では 183 名となっており途中ではありますが、水海道 RC を除きま

だまだ 93.6%の達成率です。更なる貴クラブの躍進に期待致します。 

②My Rotary の登録：7/1 日現在 67 名(未登録 95 名)。現在は 74 名(未登録 89 名) 7 名増加 登録率

45.3%となっております。 

③地区補助金活用：100%達成 ※水海道 RC「谷和原少年サッカーチームにゴールポスト寄贈 

④情報誌&メール発信：ロータリーのビジョン声明、日本語定款･細則等 

⑤2019 規定審議会：決定報告書、決議 19-115･116 に基づく定款変更、クラブと地区に関連する重要な

変更等をお知らせしました。 

⑥決議 23-34(社会奉仕に関する 1923 年の声明)：1)Rotary とは 2)Rotary クラブとは 3)国際 Rotary とは 

4)奉仕理論の実践 5)Rotary クラブの絶対的自治権 6)奉仕活動の選択 a-g 

以上の項目を紐解き、相応しい「ロータリーの奉仕」について考えて行きたいと思います。 

■なお、「クラブ現況報告書」ですが、すべて手作りと言うことで大変驚きました。内容も充実しており、大変

な作業だとは存じますが、是非、今後も継続して戴きたいと思います。それでは、次週のクラブ協議会に備

えて感じたことを申し上げます。 

(1)会員組織委員会：「変えてはならないもの＋変えて行かなくてはならないもの」をしっかりと見据え、「クラ

ブ戦略」の検討をお願いします。 

(2)会員増強委員会：現在 56 名。直近に 2~3 名進行中。只、女性会員の検討について質問があるかも知

れません。 

(3)選挙分類委員会：職業分類の制限が廃止されました。特定の職業分類の会員の適切な数をクラブが自

主決定できます。 

(4)ロータリー情報委員会：2019 規定審議会の決定事項説明 (※委員会で報告済だそうです)、や次年度

へ向けた最新日本語版定款･細則への変更をお願いします。 

(5)クラブ管理運営委員会：例会の重要性を理解されていることが犇々と感じます。 

(6)出席委員会：美味しい食事はとても重要で楽しみでもあります。必ず例会出席に影響します。尚、新定

款第 10 条第 1 節(d)「次のような方法で同じ年度に欠席をメークアップする」に変更されました。 

(7)親睦活動委員会：「親睦行事を心待ちにし、参加した方に喜んで頂けるような企画」に期待します。 

(8)プログラム委員会：バランスの取れた年間プログラム予定表が完成しています。具体的なプログラムがあ

ればその報告もお願いします。 

(9)ＳＡＡ：ニコニコ BOX の目標額は 200 万円。大変羨ましい限りです。引き続き厳格な監督者として例会

の秩序維持にお励みください。 

(10)公共イメージ委員会：社会奉仕と一体化したロータリー・デイ（鬼怒川サイクリングロードの復興支援）の

成功を祈ります。 

(11)雑誌委員会：ロータリー友の掲載記事紹介に限らず投稿にも期待します。 

(12)クラブ会報委員会：毎週の会報発行は大変な労力を要します。将来、きっと貴重なクラブの記録や不

可欠な資料として重宝されると思います。 

(13)ＩＴ･広報委員会：クラブホームページ、Face Book いずれも頻繁に更新され管理されていて素晴らしい

と思います。暮々も文面･写真等の取り扱いにはご注意ください。 

(14)奉仕プロジェクト委員会：活動が多く一番大変な委員会です。 

(15)職業奉仕委員会：個人的にはロータリーの骨格を成すとても重要な委員会だと思います。「職業宣言」

を掲げるとのこと、大変嬉しく思います。是非、「ロータリーの目的(綱領)」に辿り着く活動を期待します。 

(16)社会奉仕委員会：今年のＩＭのテーマに掲げました「決議 23-34」。何故今も尚重宝がられるのか?何故
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この文面が決議されたのか? 更に、その時代背景と共に、ロータリーに相応しい奉仕活動を模索して戴く

ことを希望します。 

(17)国際奉仕委員会：30 年以上続いているツウンバ RC との短期交換学生事業。大変すばらしい事業だと

思います。ロータリーは「人を育てる」。大きな実績や貢献が歴史的にも実証されています。 

(18)青少年奉仕委員会：インターアクト、ローターアクト等に限らず一般の青少年達にもつながりを！ 

(19)ロータリー財団：全員のご協力感謝申し上げます。ポリオの発症率が近年増加しておりますが、ポリオ

は治療できません。予防のみが解決策となります。ご理解をお願いします。 

(20)米山記念奨学会：米山奨学生の林友超さんを宜しくお願いします。 

 

ガバナー公式訪問 (Governor's Official Visit) 

  ガバナーの公式訪問は、ガバナー自身が地区内の各ＲＣを以下のような目的をもって訪問するものと定

義されている。  

❑重要なロータリーの問題に主眼を置き関心をもたせる；  

❑弱体あるいは問題のあるクラブに特別な関心を払う；  

❑ロータリアンに意欲を起こさせ奉仕活動に参加させる；また  

❑地区内におけるロータリアン個人の卓越した業績を表彰する。 

 

出 席 報 告   青木英男委員長 

会員総数 出席者数 欠席者数 出席免除 メーク 出 席 率 

５６名 ３６名 １８名 ２名 １１名 ８７．０４％ 

 

ニコニコボックス   齋藤政博委員長              入金額  29,000 円   累計  517,000 円 

横山ガバナー補佐宜しくお願いします。太田様ようこそ。  瀬戸会員 

横山ガバナー補佐、太田さん、本日宜しくお願い致します。  五木田(利)会員 

横山ガバナー補佐本日よろしくお願い致します。   大塚・熊谷・五木田(裕)  各会員 

横山ガバナー補佐ご苦労様です。   島田会員 

横山さん、ようこそいらっしゃいました。   武藤会員 

横山様、川上様、太田様、ようこそ。   斎藤(広)会員 

横山さん、本日よろしくお願いします。  倉持会員 

横山さん、先日はおじゃましました。また本日は宜しくお願い致します。  北村(英)会員 

横山ガバナー補佐本日は宜しくお願い致します。また東京中央 RC 太田様ようこそおいで下さいました。 

石井・前島  各会員 

水海道グランドゴルフ大会無事終了しました。  雨谷会員 

２３日のロータリーデーの御参加宜しくお願いします。  大澤会員 

例会欠席しました。  石塚(利)・河合・鯉沼・淀名和  各会員 

 

会報委員会  福田克比古委員長  染谷正美副委員長  板垣吉郎委員 
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ゴルフ同好会写真                              令和元年９月１９日(木) 

於:茨城ゴルフ倶楽部 

 

 

    

  

  
 

優勝 淀名和茂彦会員   準優勝 北村英明会員  ３位 武藤康之会員 


