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「地球に役立つクラブを目指そう！！」
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It is the 32th year since 1986

TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I.

10月19日（木） 例会報告（ガバナー公式訪問）
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会長挨拶

2017-18年度会長

小城

豊

本日は一年で一番大切であり、私が一番緊張する例会、ガバナー公
式訪問です。ご来賓の方々におかれましては、連日の公式訪問に加
えまして、地区事業等大変お忙しい中つくば学園ロータリークラブ
にご来訪いただきまして誠にありがとうございます。心より歓迎申
し上げます。本日も一日がかりの会議になると思いますが、ご指導
のほどよろしくお願い申し上げます。
本日午前中の内容としまして、朝一番に市役所に赴き、五十嵐市
長、門脇教育長に表敬訪問をし、クラブの社会奉仕事業「ロータ
リーの森創り」を、その後、当クラブが後援している「ダン魂」の
概要説明、クラブ協議会にて今後のロータリー運営に対する貴重なご意見を賜りました。大変ありが
とうございました。
引き続き、ガバナー卓話、委員長様を交えてのクラブ協議会と長時間にわたりガバナのご指導を賜
ることとなります。皆様にご協力いただきながら、身のある有意義な公式訪問にしていきたいと思い
ます。よろしくお願い申し上げます。

10月

経済と地域社会の発展月間／米山月間
基本的教育と識字率向上月間
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ガバナー卓話
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国際ロータリー第2820地区

保延輝文様

今年１月にサンディエゴの国際協議会にて研修を受けた話
と、今年度の地区の方針を皆様にお知らせします。
研修は、国際ロータリーは会員数約120万人。うち日本人会
員数は約８万人前後です。ガバナーになるためには研修必須
で、数千人の方がアメリカ・サンディエゴにて研修を受けま
す。日本には34地区34名のガバナーがいますが、１年で代わ
ります。ガバナーになるには国際協議会での勉強会という難
関を突破しなければならず、毎日、与えられたテーマについ
て各地区の考えを討議し、お互い知識を増やしていきます。
本年度の国際ロータリーの方針は「ロータリーに変化をも
たらす」というテーマでした。世の中非常に大きく変化して
きています。それに合わせてロータリーも変化していかなけ
ればならない。国際ロータリーの危機感を含め、変化をもた
らしていこうというテーマになりました。
本年度の目標は３つあります。
①クラブのサポートと強化 ②人道的奉仕と重点活動化 ③公共イメージと認知度の向上
①クラブのサポートと強化とは
1.効果的な戦略計画の立案、実施するロータリークラブのと地区の数を増やす
増やす
3.クラブの会員悲願の多様性を深める
年齢性別人種問わず、ロータリーに合った方達を入会させてほしい。

2.会長賞の受賞クラブ数を

②人道的奉仕と重点活動化とは
1.ポリオ撲滅という世界の子供達との約束を果たす 2.ロータリー財団関する知識と参加を増やす
3.財団
への寄付及びクラブ会員増強と奉仕活動の目標をロータリークラブセントラルで提出するクラブの数を増やす。
提出にはマイロータリーアカウントが必要。アカウントをつくっていただきたい。
③公共イメージと認知の向上について
1.ロータリーの人道的奉仕の影響を明確に伝えられるようにするためデータを集めてクラブの奉仕時間と寄
付をする評価する 2.ロータリーの人道的奉仕が世界にもたらす影響に関する資料をクラブや地区に提供する。
資料はマイロータリーで確認できます 3.ロータリー財団の次世紀に向けた世界で良いことをする計画の周知を
計る 4.多様なメディアを通じてロータリーを紹介するようクラブと地区に奨励する
本年度の地区のスローガンと目標について
①スローガンは「未来へチャレンジ」。世の中の変化に適応していくため、チャレンジすることを恐れないでほ
しい。
②目標は
1.クラブのサポートと強化
会員増強を計っていただきたい。特にこれからを担う若い世代４０才未満の方や、女性会員の増強を頑張っ
てほしい。また、新入会員のオリエンテーションの実施やロータリーの知識を深めることをお願いしたい。
2.人道的奉仕活動の重点化
3.公共イメージの認知と向上
ロータリーのバッジを常日頃身に着けていただきたい。また、茨城新聞の毎週水曜日、ロータリー情報館と
いう記事に目を通してほしい。
4.青少年への支援
インターアクトクラブ、ローターアクトクラブの拡大を計りたい。また青少年交換などの活動をしていく。
5.ロータリー財団、米山記念奨学会への支援
6.衛星クラブの新設
1、3、4、を重点的に考え、現在、各委員会の方が活動しています。

10月

経済と地域社会の発展月間／米山月間
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クラブ活動報告

ガバナーとの協議会

ダン魂の主旨は、「ダ
ンスというツールを
使って様々な人と交流
し、努力、協力する環
境を通して多くの学び
と気づきのある場を提
供する」こと。ダンス
コンテストでは、初心
者の方でも参加しやす
いルールを設け、様々な賞を用意することで、参加
者や来場者が楽しめる工夫をしている。その結果、
幅広い年齢層が参加。つくば学園RC様にご支援いた
だき、8/7にダン魂第5回を無事終えることができまし
た。今後も様々なダンスの普及活動を継続するため
に、皆様のご支援をよろしくお願いします。

ITの発達によ
り、例会もテレ
ビ会議導入など
参加と認めらて
きているが、若
い方とご年配の
方の考え方の違
いがでると思わ
れる。大切なの
はクラブのあり方、クラブの方向性なので要検
討していただきたい。 また、ロータリークラ
ブ周知については用語がわからないので、長時
間行わず、クラブの歴史の話を交え話してもら
うのが良い。苦い思い出話が会員にとってはイ
ンパクトがあるので、そのような話ができると
よい。 また、ロータリーは、古いクラブにな
るほど、女性会員を嫌う傾向にあるので、女性
会員の受け入れについて検討していただきた
い。世界でロータリーの女性会員の数値があ
がっているのに、日本だけが女性会員が少ない
状態なのは見直ししたい。

クラブ協議会
ガバナーの評価をしっかり受け、クラブとして、
委員会としての活動に活かしていってほしい。皆
さんが望んでいることについてお話しをしていた
だき、助言を受けてもらえる様に協議しました。
そして、素晴らしい公式訪問でした。7月より準備
していただき本当にありがとうございました。

10月

経済と地域社会の発展月間／米山月間
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本日のお客様
国際ロータリー第2820地区
ガバナー（石岡RC）

保延輝文

様

地区幹事（石岡RC）

山本 進

様

地区副幹事（石岡RC）

中村浩美

様

第6分区ガバナー補佐（土浦南RC）

鈴木明夫

様

第6分区セレクタリー（土浦南RC）

米山忠康

様

パストガバナー（つくば学園RC）

吉岡昭文

様

ニコニコBOX
会員30,000円目標
小城

豊

保延ガバナー、地区役員の皆様、本日は長時間にわたり、ご指導の程よろしくお願いいたします。

飯田正行

保延ガバナー、山本幹事、ご来訪ありがとうございます。来月は下館にお供します。

大野治夫

保延ガバナー本日はありがとうございます。一年間酒に負けず頑張ってください。

大里喜彦

増山

栄

中山正巳

中野

勝

保延ガバナー、お疲れ様です。ありがとうございます。ガバナー公式訪問何がうれしいかと申し上げれば、こ
の日に必ず大先輩にお会いできることです。山の上からお疲れ様です。
保延ガバナー、山本地区幹事、鈴木ガバナー補佐、つくば学園公式訪問、お疲れ様です。長時間ですが、一日
御指導宜しくお願いします。
保延輝文ガバナー来訪ありがとうございます。つくば学園ＲＣは元気です。もう少しで半期です。頑張ってく
ださい。
保延ガバナー、御来訪ありがとうございます。

高田稔美

保延ガバナーご訪問ありがとうございます。週末の地区野球大会に向けてテルテル坊主を作りました。

菅原

保延ガバナーようこそお越しくださいました。クラブ協議会でもよろしくご指導お願いいたします。

俊

木村英博

保延ガバナー、ようこそつくば学園ＲＣへ

第2820地区ガバナー

保延輝文
第6分区ガバナー補佐

鈴木明夫
パストガバナー
吉岡昭文

本日の合計

57,000円

10月

本年度累計

経済と地域社会の発展月間／米山月間
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無断欠勤ゼロ、出席率向上を目指して
内無断
会員数

出席数

欠席数

出席免除数

メイクゲスト

出席率

1

6

81.48%

欠席数
83

60

23

0

プログラム予告
11月02日（木）

休会

11月3日（金）「ロータリーの森創り」へ振替の為

11月03日（木） 09：30～13：30 移動例会「ロータリーの森創り」 つくば市豊里「ゆかりの森」
・ 9：30 集合（ゆかりの森管理棟前駐車場）
・10：00 開会・作業開始
・11：30 作業終了・記念撮影・懇親会「野外バーベキュー」
・13：30 閉会 後片付け
11月09日（土） 11：00～12：00 第5回理事会 役員・理事、親睦委員長、プログラム委員長
12：30～13：30 例会 会長挨拶 ロータリー財団月間に因んで 卓話 地区ロータリー財団委員 大堀健二氏
11月16日（木） 19：00～20：30 移動例会「3クラブ合同夜例会」 つくば山水亭
11月23日（木）

11月26日（木） 09：30～14：30 移動例会
・場所

18：30より受付開始

休会 祝日「勤労感謝の日」
「つくばマラソンエイドステーション設置」11/30（木）より変更

あかげらの森 （ボーイスカウトつくば第３団活動敷地）※つくばマラソン参加ランナーに対して、食料・飲料の配布

11月30日（木）

休会 11/26（日）へ振替の為

つくばオールロータリアンFaceBook同好会は、つくばの３クラブのロータリアンとローターアクト、インターアクトの 情報などをFaceBook上
で共有しています。皆様、ぜひご活用ください。
つくば学園・つくばシティ・つくばサンライズ・ローターアクト
公開
非公開

https://www.facebook.com/tsukubagakuenrc/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/1482018048750125/?fref=ts

友好クラブ

京都山城ロータリークラブ
（第２６５０地区）
公開QRコード

2017-18年度

RIテーマ

非公開QRコード

つくば学園ロータリークラブ
ホームページもご覧下さい
http://www.46gama.com/

４つのテスト
１．真実かどうか

３．好意と友情を深めるか

２．みんなに公平か ４．みんなのためになるかどうか

つくば学園ロータリークラブ
ジョイン アンド エンジョイ Rotary 心豊かに生きよう・・

例会日： 木曜日 １２：３０～１３：３０

〒305-0047 茨城県つくば市千現2丁目1番6 つくば研究支援センターA28

例会場： オークラフロンティアホテルつくば

電話 029-858-0100 FAX 029-858-0101

Email:gakuenrc@46gama.com
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