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中村澄夫ガバナー公式訪問ようこそ

7月第４回例会プログラム
1 ．点鐘・開会
2 ．ロータリーソング
3 ．ゲスト紹介
国際ロータリー第2820地区
中村 澄夫ガバナー
（東海那珂ＲＣ）
石田 哲郎ガバナー補佐
清水
繁地区幹事
（東海那珂ＲＣ）
神代
隆地区会計長
（
〃
）
浅川 清司ガバナーセクレタリー
（
〃
）
4 ．会長の時間
5 ．会
食
6 ．会 務 報 告
Ａ）出席報告
Ｂ）ニコニコＢＯＸ
Ｃ）委員会報告 Ｄ）幹事報告
7 ．記 念 講 演
「ロータリーは世界をつなぐ」
国際ロータリー第2820地区
ガバナー 中村 澄夫氏
8 ．ロータリーソング
9 ．点鐘・閉会
今週のカレンダ ー
７月第４週〜第 ５ 週 （ ７ 月 24日 〜 31 日）
日 曜

六輝

24 水

先負

25 木

仏滅

26 金

大安

27 土

例会・行事予定

お

六輝
仏滅

（水戸東）
渡邉 忠会員誕生日

１

木

先勝

（水戸南）
塙 瑞夫会員誕生日

２

金

友引

赤口

３

土

先負

28 日

先勝

４ 日

仏滅

29 月

友引 60周年記念事業準備会議

５ 月

大安

30 火

先負

６

火

赤口

31 水

仏滅

７

水

先勝

定款第8条第1項により休会

せ

水戸西ロータリークラブ
幹 事 郡 司 孝 夫

７月第５週〜8月第1週（7月31日〜8月7日）
水

（水 戸）

ら

2 ．８月定例理事会が開催されます。
日 時 ８月７日（水）11:30
場 所 京成友の会教室
議題 1）納涼ファミリーパーティーについて
2）ＩＡ台湾研修旅行報告及びＩＡ年次
大会について
3）定款細則変更について
4）水戸市子ども会育成連合会支援に
ついて
5）茨城いのちの電話に対する対応に
ついて
6）その他

31

（水戸さくら）

知

1 ．本日のガバナー公式訪問スケジュールは、
下記のとおりです。
例
会
12：30〜12：55
ガバナー記念講演
13：00〜13：30
記念撮影
13：40〜13：50
クラブ協議会
14：00〜16：00
懇 親 会
16：10〜17：30
ご協力のほどよろしくお願いいたします。

日 曜

第４例会 中村澄夫ガバナー公式訪問
IA台湾研修旅行（7/24〜7/27）

水戸西ロータリークラブへ

例会・行事予定
定款第8条第1項により休会
（水 戸 東）
（水戸好文）

立原和則会員誕生日

（水戸さくら）
鈴木克之会員誕生日
（水 戸）
第1例会 卓話「茨城ロータリーEクラブの発足について」徐 佳鋭氏
須崎紀男会員誕生日

3．インターアクト台湾研修旅行が開催されます。
日 時 7月24日
（水）〜7月27日
（土）
場 所 台湾
内 容 故宮博物院見学・台湾ＩＡＣ訪問
天燈上げ体験・黄金博物館見学等
参加者 ＩＡ 4名
顧問教諭 1名
金森良充ＩＡ委員長

10．7月第1週例会（7／3）
会員数
79名

5．青少年奉仕員会支援事業として、
県立友部特別
支援学校 友五郎塾 講演会が開催されます。
日 時 ８月８日（木）13：30
場 所 笠間公民館大ホール
参加者 島田俊男会長 郡司孝夫幹事
多田久寿副会長
田上悟史青少年奉仕委員長
中野智一青少年奉仕副委員長
黒木雅宏会員 星野幸子会員
（7名）
6．インターアクト年次大会が開催されます。
日 時 ８月11日（日）受付 9：00
場 所 かすみがうら市千代田講堂
かすみがうら市千代田公民館
（かすみがうら市上佐谷991−5）
参加者 島田俊男会長 郡司孝夫幹事
金森良充ＩＡ委員長

出席数

欠席数

出席率

79名

68名

11
（7）
名

90.67％

（
）は出席義務者数
来訪者内訳（2名）
水戸南ＲＣ 1名
ゲスト
石田哲郎第3分区ガバナー補佐
9．7月第2週例会（7／10）
会員数

補填数

79名

5名

修正出席状況

修正出席数 修正出席率
69名

92.00％

13．ロータリー財団ＢＯX
小貫啓司会員…財団の友献金
（第7回） ＄100
10,800円
（累計＄5,700）
永井教子会員…財団の友献金
（ポリオ・プラス）
（第2回） $100
10,800円
（累計＄3,200）
横山昌弘会員…財団の友献金
（第1回） ＄100
10,800円
（累計＄2,100）
この計
3件
32,400円

7／17

会員数

69名

12．ニコニコＢＯＸ
永井教子会員…本日の決算審議が受諾され
れば金澤会長年度が終了する事ができま
す。皆様本当にお世話になりました。
田澤重伸会員…平戸さんに「今日は中川楼
の鰻ですよ。ニコニコですよね！」と言
われましたので。
髙橋賢吾会員…お陰様で、本日67才の誕生
日を迎えます。プレゼントありがとうご
ざいます。
本日の合計
3件
9,000円

7．７月14日（土）に識字率向上バザーが開催
され、41名の会員より363点以上の物品が集
まり、260,329円の売上がございました。皆様
のご協力に感謝申し上げます。
7月第3週例会

2名

正出席率

11．会員メークアップ
7／ 3 青少年奉仕委員会
野村貴広 星野幸子 根本華誉
7／13 ロータリー財団研究会
鯨岡則雄
7／14 ROTEX第1回会議 根本華誉
青少年交換委員会
根本華誉
青少年奉仕研究会
髙橋賢吾 根本華誉 星野幸子
田上悟史 金森良充
識字率向上支援バザー
島田俊男 郡司孝夫 寺内義與
多田久寿 鯨岡則雄 中山眞矢
君島 宏 庭山尚男 髙橋賢吾
橋本人志 平戸妙子 星野耕一
星野幸子 池田昭一 石田哲郎
伊藤公一 金森良充 柏 敏一
川隅利勝 小柴庄市 倉田信一
黒木雅宏 木村国世 松永公明
宮田衛承 中野智一 中山敬二
根本華誉 額賀修一 小倉克夫
大和田美佳 瀬谷和人 田口とし子
田上悟史 飛田二三雄 若松進治
横山昌弘
7／16 水戸女子高IAC 金森良充

4．創立60周年記念事業準備会議が開催されます。
日 時 7月29日（月） 18：00
場 所 京成百貨店9Ｆ 「源太すし」
議 題 １）記念式典について
２）祝賀会について
３）記念研修旅行について
４）組織について
会 費 4,000円
出席者 綿引 倉田 郡司 林 金澤
島田 寺内 鯨岡

8．例会メモ

修正出席状況

補填数修正 出席数修

90.79％

̶２̶
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水戸西ＲＣクラブ会報

ガバナー公式訪問に向けて
2019−20年度

RI第2820地区

昨年12月のガバナーエレクト、地区幹事、地
区会計、研修リーダー、及び各分区の８人のガ
バナー補佐候補たちとの顔合わせから、現在ま
で約20回余の会合に出席しています。
７月１日、新年度になり水戸さくらロータリ
ークラブを除いた（８月初旬に年初挨拶訪問と
ガバナー公式訪問事前訪問を兼ねる）水戸、水戸
東、水戸好文、水戸南、友部、笠間の各クラブ
を訪問し歓迎を受けました。７月１日現在でRI
第2820地区には1,961名、第３分区には420名の
ロータリアンが在籍しています。分区内には大
小さまざまなクラブがありますが、それぞれの
クラブでの例会の進め方やロータリーソングの
選択にも特徴があり、中には96歳で矍鑠と例会
に出席されている会員
（友部RCの村上包一会員）
もおられ感銘を受けました。
さて、本題に入ります。ロータリーの友やガ
バナー月信にも載っていますが、RIのマーク・
ダニエル・マローニー会長は「ロータリーは世
界をつなぐ」というテーマを発表されました。
これは「世界や地域社会で人々が手を取り合っ
て行動することにより、自分自身やロータリー
の成長につながる」ということだと私は解釈し
ます。
中村澄夫ガバナーのプロフィールは皆様にお
配りしてプリントのとおりです。
中村ガバナーは「人、学びて更なる奉仕」と
いう地区スローガンを提唱されました。これは
人の後ろの点がミソ
（重要）で、ロータリアンは
人と、人に、人を、人から、人より…などを当
てはめると、実に多くの人たちと接して、聞き、
学び、深い知識や認識を基として質を高め、真
実の奉仕を続けようという呼びかけだそうで
す。
地区の方針としては、
１．クラブのサポートと強化
①会員増強
・各クラブとも２名以上の純増を目指す。

石田

７月17日（水）
哲郎第３分区ガバナー補佐

・女性会員、40歳未満の会員の積極的増
強。
・ロータリーに入会するローターアクタ
ーを増やす新クラブを結成する。
②ロータリー賞を受賞するクラブを増や
す。
③戦略計画によるクラブの強化、活性化を
サポートする。
④マイロータリー、クラブセントラルなど
ネットの有効活用。
２．人道的奉仕の重点化と増加
①インターアクター、ローターアクターが
ロータリークラブや地域社会と一緒に奉
仕プロジェクトに参加する。
②ポリオプラス年次基金を増やす。
③地区補助金、グローバル補助金を利用
した地元や海外での効率的な活動を推
進する。
３．公共イメージと認知度の向上
①地域社会に発信する「ロータリーデー」
を各クラブで開催し、ロータリーイメー
ジの向上を図る。
②地区ホームページ、クラブホームページ
の活用。
③「ポリオ撲滅」や「世界を変える行動人」
キャンペーンを推進する。
４．青少年への支援と学友連携の強化
５．ロータリー財団と米山記念奨学会への支援
・ロータリー財団 １人150ドル以上（年
次寄付130ドル、ポリオ20ドル）
ベネファクター各クラブ１名以上。
・米山記念奨学会 １人25,000円以上
（普通寄付5,000円、特別寄付20,000円）
以上、中村澄夫ガバナーが水戸西ロータリ
ークラブを公式訪問される予習です。来週は張
り切っていきましょう。

＊

＊ ＊ ８月のプログラム ＊ ＊ ＊
☆会員増強・新クラブ結成推進月間☆
8月7日（水）卓話「茨城ロータリーEクラブの
発足について」
茨城ロータリーEクラブ
会長 徐 佳鋭氏
14日（水）―定款第8条第1節により休会―
21日（水）―納涼ファミリーパーティー―
於 水戸プラザホテル
28日（水）イニシエーションスピーチ
卓話「相続法改正のポイント
〜身近な法律家を目指して〜」
田中 美和会員

２頁より
14．米山ＢＯＸ
永井教子会員…米山功労者献金
（第3回） 20,000円
（累計59万円）
内田泰男会員…米山功労者献金
（第3回） 20,000円
（累計35万円）
鯨岡則雄会員…米山功労者献金
（第4回） 20,000円
（累計22万円）
横山昌弘会員…米山功労者献金
（第2回） 10,000円
（累計14万円）
この計
4件
70,000円

̶３̶

識字率向上支援バザー＆ロータリーデー報告

７月14日（日）

中山 眞矢国際奉仕委員長
前日

開催日の天気予報は雨。
態度決定は当日8時に運営本部に問い合
わせることになっていた。

４：00

開催日を迎えた。
雨音で目が覚めた。
「今日やれるのか？
う。」

多分、中止だろ

８：00

運営本部に態度決定の問合せ。
現在、検討中とのことであった。
「話が違った。」
バザー関係者には８時態度決定のタイ
ムスケジュールが組まれていた。

８：05

再度、問合せ。
同じ回答。

８：10

再度、問合せ。
同じ回答。運営本部から態度決定の連
絡はしないとの事だったが態度が決定
しだい連絡をもらうことにした。
携帯はバザー関係者からのメールと電
話が鳴り放しである。

11：30

水戸西ＲＣ特設バザー村が完成。
テント内に集いし精鋭に、
心を打たれた。
美味しいおにぎりを頬張りながら陳列レイア
ウトを協議。
外は見事な雨。お客がいません。
山積みされたバザー品を眺めて「ほんとうに
客は来るのだろうか？」

14：00

16：30

雨が上がった。
ステージイベントも盛り上がる。
会場には多くの人が集まりだした。
バザー、メダカすくいも盛況になって
いった。
同日に三の丸ホテルで開催された地区青少年
奉仕研究会に出席されていた中村ガバナー、髙
橋パストガバナー、石田ガバナー補佐、水戸西
ＲＣ関係各位が駆けつけてくれた。
「ロータリーって温かいな。」

８：30

本部より連絡が入る。「開催決定！」
主要関係者へ開催の旨の連絡。
前倒して準備に取り組んだ２ヶ月。
雨のバザーは想定外。
今回はステージに立ち、ロータリーのＰＲを
させて頂ける様、要望をした。
ロータリー賞の協賛や特製横断幕も作成頂い
た。
メダカすくいを取り入れた。新企画である。
茨城アジア教育基金、米山奨学生、米山学友
会、インターアクト、長期交換帰国生ROTEX
のご協力を得られた。
専用掲示板（悠遊倶楽部協力）を使った活動報
告をドカーンと広報するはずだった。
段取りは足元同様ぐちゃぐちゃと崩れていっ
た。
参加予定者は４０名。「本当に来てくれるの
だろうか？」

10：30

特設テント村水戸西ＲＣ識字率向上バ
ザー開始。
目標額は３０万円。
雨。お客も少なく、苦戦である。

18：30

識字率向上支援バザーの終了。
悪天候にも関わらず集まったお金は
２６万３２９円にも上った。

このバザー事業、雨に流されそうな委員長を
救ってくれた水戸西ロータリークラブに深く感
謝すると共に水戸西ロータリークラブって凄い
な！と実感できた一日で有りました。
心より感謝申し上げます。
集 会 メ モ
◎次年度第１回クラブ協議会
５月８日（水）13：45
於バンケットルーム
議 題
1 ）新年度会長方針について
2 ）新年度年間スケジュールについて
3 ）その他
出席者 島田 郡司 他委員長

雨の特設テントが完成。
徐々に参加者が集まりだした。
床へブルーシート。荷物の搬入。どこ
に置くか？
雨に濡れてしまう。様々な課題解決に
アイデアが飛び交う。
それを先輩がまとめてくれた。

̶４̶

