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改めましてこんにちは
本日はガバナー公式訪問として、水戸西 RCの高橋賢吾ガ
バナー、同 RC小倉克夫地区幹事、林明地区会計長、増山
栄ガバナー補佐、下村正ガバナー補佐セクレタリー、吉岡
輝文パストガバナーをお迎えし開催されます。
ガバナーとは、知事、長官、提督など親分のことを言います。
会長幹事、来年の会長幹事を交えていろいろな話をさせて
頂きました。つくばとはまだまだ望みがある発展する市と
して、茨城県は人気は最後から１番目でしたが、つくば市
は上から９番目でした。その中にあるつくば学園 RCをガ
バナーからひしひしと期待を感じました。これから楽しみ
のクラブであるとお褒めの言葉をいただきました。
例会の前に、ゆかりの森への訪問をしました。台風の影響
が少しありましたが、次回はゆかりの森で植えたヤマユリ
が咲いている7月8月の時期に是非来てください。その後、

つくばマラソンのエイドステーション設置場所となるあかげらの森を見ていただきました。
本日はガバナーより沢山のお話をいただけると思います。
つくば学園 RCはこのようなクラブですということをもっと知っていただき、そして若い会員にももっとロータリーとはこういうとこ
ろだということを知っていただく良い機会として、本日はよろしくお願いします。

大里　喜彦　会長　挨拶

ゆかりの森訪問で記念撮影 ガバナーとの協議会では、いい話し合い
ができました、

ロータリー号と一緒に記念撮影
ガバナーはこちらで各地を回っています

ロータリー特別月間　10月：経済と地域社会の発展月間／米山月間
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高橋　賢吾ガバナー　卓話
　国際協会２８２０地区ガバナーを務めます水戸西ＲＣ所属、高橋賢吾といいます。本日
はガバナー公式訪問として、つくば学園ＲＣの会員の方々とロータリーについて語り合う
一日とします。よろしくお願いします。
　まず、私の自己紹介ですが、趣味は山登りです。学生時代は山をいくつも制覇してきま
したが、就職をし一時止めていた登山を５０歳を過ぎた頃から再開しました。山には日本
百名山、日本二百名山、三百名山があり、すべてを制覇しました。地元の方しか知らない
ような山が多くありました。そして世界に移り、世界中の名山を制覇したところで、ガバ

ナーの話がきて、今はガバナーの職に務めています。
	 ガバナー公式訪問で伝える３つの目標
１．会員増強
　ロータリークラブ本来の目的ではないのですが、１番の目標となっています。それは 20年前と比べると、ロータリアンの数が３
割減っています。奉仕活動を行っていく上で、やはり多くの方に奉仕活動に関わっていただかなくてはならないのですが、ロータ
リアンの減少が、本来の目的である奉仕活動に影響が出てしまう恐れがあります。これに危機感を持たざるを得ない状況になって
いることです。
２．公共イメージの向上
　これまでロータリークラブは地域社会に対して数多くの良い奉仕活動を行ってきたのにも関わらず、「貢献したことは胸にしまっ
ておく」という思想があったために、対外への PRができていません。そのため、ロータリークラブの存在や活動を世間に PRでき
ていないことが問題となっています。これは会員増強の影響にも繋がります。ロータリークラブの活動は地域社会に関わり合いな
がら、協力しながら奉仕活動に貢献することです。これからはしっかりとＰＲをし、地域社会を巻き込んで、奉仕活動を行ってい
くという動きに変わっていきます。
３．中長期規定の策定
　ロータリークラブは今までは単年度制の活動が主でおこなって来ました。毎年方針が代わり、それに向かって活動を繰り返す。こ
の単年度制ではロータリークラブの発展性があまり無いので、少しずつ変化し継続していける奉仕活動を行いくということです。
是非この３つを大きな柱としてクラブに大きな発展に繋げていただきたいと思います。

【RI テーマと地区方針について】
１．テーマについて

「インスピレーションになろう」とはなにかー。
昨年のテーマは「ロータリー：変化をもたらす」でした。私たちロータリアンは、その時代に沿って、少しずつでも変化をしなけれ
ばなりません。今年よりも来年、今日よりも明日、変化をしていきましょうとしてテーマを掲げていました。そして今年は昨年のテー
マの ”変化 ” をもたらすためには、職業奉仕観、品性、職業倫理観を持って変えていくということです。インスピレーションは日本
語にすると「閃き」「感化」「意気込み」です。ロータリーは感化を与える、ロータリアンは意欲を引き出す人になろうと言う事です。
　私たちは素晴らしい職業の奉仕感を持ち、そして倫理観を持っています。少しでも周りの人に感化できる人になりましょう。そ
して、この社会を感化していける活動をしていきましょう。と言うことが今年のテーマ「インスピレーションになろう」です。
　そしてロータリアン一人ひとりが変化の推進者になりましょうと言うことです。
２．ポリオ撲滅
ポリオウイルスは日本では 1980 年を最後に終わってしまった事なのですが、世界ではまだまだ流行っている国もあります。海外か
らまた入ってくる可能性があるのです。そのためポリオ撲滅キャンペーンは、今でもやってます。日本としてではなく、世界ので
のポリオ撲滅として、もう一度考えてみてくださいと言うことです。そして私たちはポリオに対する再認識をいきましょうと言う
事です。

ロータリー特別月間　10月：経済と地域社会の発展月間／米山月間
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３. 環境問題への取り組み
　ロータリアンの活動は環境問題への取り組みとはほどんど関わっていませんでした。ですが、本来は環境問題に密接に繋がってい
ました。これからは環境問題を取り入れた奉仕活動していきましょうと言う話題が出ています。今後は環境問題を取り組んだ奉仕活
動を是非を検討してみてください。
４．RI の今年の特徴
　ロータリー賞というのは以前からあります。つくば学園ＲＣも昨年受賞しました。今年からは新しいロータリー賞ができました。
ロータアクトクラブのロータリー賞とインターアクトクラブのロータリー賞ができてます。私たちロータリアンは 1番身近にいる
ローターアクターやインターアクターにもっと力を入れて育てていきましょうということです。ローターアクトクラブ・インターア
クトクラブともに素晴らしい活動しています。彼らの意見をたくさん聞き、アイデアを取り入れて一緒に活動していきましょうとい
うことです。
ロータアクトクラブやインターアクトクラブと共に活動をする事に力を入れているクラブに対して受けられる賞になります。
５．ロータリーデーの開催
日頃行なっている奉仕活動に少し違った活動をとい入れてみてはいかがでしょうか？という内容です。ロータアクターやインターア
クターが、地元市民や若い方達、または他の団体と一緒にロータリーデーを開催できたら、世界でどれだけ大きな影響が出せるのか
と言うことを想像してみてください。大胆な考えでロータリーをアピールしていきましょう。つくば学園ＲＣも対外にＰＲをし、地
元団体を巻き込み、ロータアクトやインターアクトと一緒にロータリーデーを開催していきましょう。
６．地区の奉仕
需実した法事活動をさらに充実させる、そして地域社会への共存・共栄、地元の若者や市民の方、団体、行政と手を組んで、地域社
会への活性化に寄与していきましょう。そしてロータリーファミリーの拡大、特に若い人たちとロータリーを築く仕組みを作り、ロー
タリーファミリーを少しずつ大きくしていきましょう。

以上が地区の方針です。
　創造的な奉仕の心と力で活力ある地域社会。を作り出すと言うことを目標としています。そのために地区のスローガンを「ロータ
リーの心と力を地域社会へ」と設定させていただきました。これまで説明しました RI のテーマ「インスピレーションになろう」地
区スローガンの「ロータリーの心と力を地域社会へ」の理解を頂けたかと思います。これらを基本としてクラブの活動をしていただ
けたらと思います。
　地区の問題点と活動したい方針
１．地区の戦略計画の策定
　クラブには戦略計画、中長期計画を決めなさいとしていますが、今まで存在しなかった、地区の戦略計画委員会を作り、5年後の
地区のあり方、地区の問題点を分析して 5年後の形を作るということをしています。会員増強については、5年後には 2,000 名を
超え、2,100名を超える目標にしようかとしています。地区としても会員増強をどうするか策定しています。公共イメージも同様IT化、
SNS を駆使した情報の発信や受け入れを地区として、どのように取り組んでいくのかを策定中。青少年の育成、地区の奉仕プロジェ
クトなどがありますが、今の問題点を分析して、5年後にあるべき姿を描いて行動しています。
２．クラブサポート
　2016 年の規定改定で大幅に柔軟性が持てるようになりました。それを利用してクラブの活性化を図るクラブ、その柔軟性をうま
く取り入れられず弱小化しているクラブもあります。そういうクラブをどのように活性化していただくかを策定をして、クラブと一

緒に活動してただくのが現状です。つくば学園ＲＣは毎年、会員増強をしていただき心配は無いのですが、２８２０地区の半分は、

３０名以下のクラブとなっています。それらのクラブをどのようにして大きくしていくかが大きな課題となっています。マイロータ

リーの活用をして、情報を取り入れて、私たちの情報も取り入れて情報を発信していけるようにと仕組みはあるのですが、なかなか

利用されていないのが現状です。現在は４０％程度の登録数となります。（目標は６０％）是非マイロータリーの活用をお願いした

いと思います。

３．ロータリー賞にチャレンジ

　昨年はロータリー賞にチャレンジし獲得したクラブは５クラブしかいませんでした。まず会長からの意識が非常に少ない状態です。

ロータリー特別月間　10月：経済と地域社会の発展月間／米山月間
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会員増強に繋がる、会員活性化に繋がるいいツールがあるのに、うまく利用できていない状態です。これから、ロータリ賞にチャ

レンジしていただけるよう指導をしていきます。

４．公共イメージの向上
　今年はホームページを大幅に刷新しています。一般向けのページもあれば、ロータリアン向けのページもあるので、是非一度は

閲覧していただきたい。来年は茨城国体も開催されるため、茨城国体のホームページとの相互リンクも行なっています。SNSも活用し、

今までの仕組みに変化を取り入れています。

５．奉仕プロジェクトの推進
　地区補助金による奉仕プロジェクト、つくば学園ＲＣは地区補助金による奉仕プロジェクトを活動していますが、グローバル補

助金の活用はどうか？非常にグローバル補助金の活用が少ない状態です。少ない資金で大きな事業ができる、私たちが寄付をした

資金が自分たちのクラブに戻ってくることを大いに提案したいのですが、なかなな賛同していただけるクラブが少ないので、つく

ば学園ＲＣでは、利用していただきたいと思います。

６．青少年育成の向上
　こちらが一番の課題となっています。インターアクター

（高校生）がロータアクトになかなか入ってくれない現状

です。インターアクターを卒業すると、そのままロータ

リーとの関わりを持たなくなってしまう。ロータアクター

も同様で３０歳をすぎるとろーたりーとの関わりを持たな

くなってしまう。私たちが育てた青少年たちが全部いなく

なってしまう。地区では特に力を入れています。ロータア

クト学友、ライラ学友、ローテックス学友、このような学友制度を作り、常にロータリーとの関係を続けていく、そして若い新し

いアイデアを取り入れて、さらに進んだ奉仕活動をしていき、ロータリーファミリーを拡大していくため、協力をして頂きたいと

思います。

	 クラブ協議会
クラブ協議会は、ガバナーにつくば学園ロータリークラブはこ
のようなクラブで、このような活動をしていますと知ってもら
う、そして、こんなに元気なクラブですと見ていただく機会で
す。みなさん、張り切って発表していきましょう。

長丁場お疲れ様でした

ロータリー特別月間　10月：経済と地域社会の発展月間／米山月間
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10 月 2日　移動例会　土浦薪能見学 ニコニコ BOX
猪瀬　博会員
大野会員復帰おめでとうございます。
中山　正巳会員
来月はガバナー公式訪問です。みなさん出席の程よろしくお
願いします。高橋ガバナー、少し細かいようです。大里会長、
地中で帰らないでください。
逆井　甚一郎会員
世話人会、無事終わりました。
大野　治夫会員
皆さん、お久しぶりです。腰椎を手術しました。入院生活は
想像以上に大変ですよ。体調がわるいと思ったらすぐに検査
をしましょう。健康維持の為に！！
鬼沢　一彦会員
先日ロータリー例会出席後、お店にも取ると嫁がお友達と食
事中で、ロータリーで食事をして来た旨を話したところ、な
んと米山梅吉さんのお孫さんでした。ただそれだけですが、
ロータリーで繋がる縁も大切ですね。
高田　稔美会員
今日は大野さんにも会えて、広瀬くんが誕生日で、ゴルフを
断って例会にきた会がありました。すっかり秋ですね。
浦里　浩司会員
大野会員、おかえりなさい。お預かりしている知可良 j は、い
つお届けすればよいでしょうか？
木村　英博会員
大野治夫さん、お帰りなさい♡
広瀬　貴之会員
私ごとではございますが、本日４４歳になりました。
気力、体力ともに衰えてきましたが、気持ちはまだまだ４３
歳！がんばりますので、宜しくお願いします。
野堀　雄樹会員
お疲れさまです。今日はじめての例会です。会場を間違えて
オークラに行きました。昨日ある会議で会場を間違えてまし
た。2日連続でやってしまい注意していかなければいけないな
と思いました。
小關　迪会員
雨にも負けずにがんばっています。
井田　充夫会員
10 月米山月間です。11 日の我が奨学生、コ・イイさんが卓
話を行いますので、宜しくお願いします。
毎年の寄付有難うございます。
米山奨学会総括委員長　井田

10月２日に第６分区ガバナー補佐の所属しています土浦薪能倶
楽部の第 21回公演を見学しました。
「薪能」とは夜間の野外で薪を焚いて行われる能のこと。



つくば学園ロータリークラブ 楽しく活動・そして街のために！
〒 305-0051 茨城県つくば市二の宮 1-10-1 ヴェルドミール 105 号室 
電話 029-858-0100 FAX 029-858-0101

例会日：木曜日　１２：３０〜１３：３０
例会場：オークラフロンティアホテルつくば
茨 城 県 つ く ば 市 吾 妻 １ 丁 目 １ ３ ６ ４ − １
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無断欠勤ゼロ・出席率向上を目指して

プログラム予告

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	 https://www.facebook.com/tsukubagakuenrc/?fref=ts
非公開	 https://www.facebook.com/groups/1482018048750125/?fref=ts 公開 QR コード 非公開 QR コード

友好クラブ
第 2650 地区
京都山城ロータリークラブ

つくば学園ロータリークラブ
ホームページもご覧ください
http://www.46gama.com/
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2018-19 年度　RI テーマ
BE THE INSPIRATION

http://www.kyoto-yamashiro-rc.com/

https://www.rotary.org/ja

2018-19 年度　高橋賢吾ガバナー　地区スローガン　

ロータリーの心と力を地域社会へ
http://www.rid2820.jp/

４つのテスト
 １．真実かどうか
 ２．みんなに公平か
 ３．好意と友情を深めるか
 ４．みんなのためになるかどうか

無断欠勤ゼロ・出席率向上を目指して

会員数 出席数 欠席数 無断欠席数 出席免除数 メイクゲスト 出席率

88 62 26 0 1 3 74.71%

プログラム予告
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