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本日はガバナー公式訪問例会、2820 地区中村澄夫ガバナーから特別
な点鐘の鐘（100 周年の鐘）をお持ちいただきました。ガバナー公
式訪問例会を開催します。1 年間の行事で 1 番重要とも言えるガバ
ナー公式訪問です。中村澄夫ガバナーの年度方針、国際ロータリー
クラブの方針をもう一度勉強し、そして改めて活動の方向性を見直
す。そしてクラブ協議会で各委員会の方針をガバナーに聞いていた
だき、ご批評していただく大切な会になります。
お忙しい中ご来賓いただき誠にありがとうございます。
はじめにつくば学園 RC が長年整地を続けてる「ロータリーの森」を
見ていただきました。地区からの補助金を受けて実行する事業です。
合わせてつくばジュニアオーケストラの活動の発表を我々支援の実績として飯泉会員から説明をいただきました。そんな中
でつくば学園 RC の活動状況また、今年度の会長方針を聞いていただき、今年のガバナー方針の「人学びてさらなる奉仕」
を改めて卓話していただきまして、我々もそこに向かってクラブ一丸となり、これからの活動をさらに進ると言うことでお
話をいただきました。
またモンゴルからガンバードさんもご来賓いただきました。我々つくば学園 RC は、古本会員のお父様の時から頑張って
支援いただき、2015 年に体育館を寄贈しました。

ガンバートルさんからモンゴルのお土産もいただきました。

本日 1 日の長丁場になりますが、ガバナーの貴重な話を伺える機会となりますので、是非素晴らしいガバナー公式訪問に
なるようよろしくお願いします。

ロータリーの森視察

ロータリー特別月間

筑波ジュニアオーケストラ活動報告

10 月：経済と地域社会の発展月間／米山月間
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ガンバートル様ご挨拶
ガンバートルです。モンゴルにあるウランバートルに、皆様のおかげで子供セン
ターができ子供たちが遊んだり勉強したりしてます。つくば学園 RC 様の支援の
おかげで体育館もできて暖房も付き、モンゴルの寒い中でも卓球、バスケットボー
ルなどいろんなことで楽しく遊べるようになりました。いつかその施設からオリ
ンピックのメダリストや世界大会チャンピオンがでてくれる事を夢に頑張って子
供たちの活動の支援を続けていきたいと思います。皆様のおかげでそういうこと
ができたと言う事を心から感謝します。
ありがとうございました。

国際ロータリー第 2820 地区

中村

澄夫ガバナー

卓話

皆様、改めましてご紹介いただきました東海那珂 RC の中村と申しま
す。
本日は私は７月よりガバナーとして様々なことを勉強しながら本日は
公式訪問と言うことで固い雰囲気で参りました。本日の卓話は私なりの
ロータリークラブについて思う事を話します。
私は東海那珂 RC に入会し、このような役目になる事は全く考えてお
らずに活動して参りました。
2 年半前地区ガバナーとして指名を受け、なれると思ってない中で招
致の返事をしてしまいました。その後、ロータリークラブの勉強の必要
性を強く感じて、自分なりに諸々のことを学んできました。時間は過ぎ
ながらロータリークラブの大きさ、深さになかなか理解することができ
ず苦しい立場でありました。自分なりに学び続けました。
その中 1 番有難かったのは、正月にアメリカ・サンディエゴで行われた研修会でした。この研修会は世界中から 540 名の当時
のガバナーエレクトとその奥様方が参加しました。1000 数百人参加の会議で、まず RI 会長としてマーク・ダニエル・マローニ氏
が承認され、今年度の方針について語って頂きました。RI のテーマとして「ロータリーは世界をつなぐ」として人々とのつながり
が大変重要なのだと言うことを教えられました。
研修では午前中は全会員で全体会議、そしてその中で毎日の RI 会長の方針を聞いたり、あるいは物の考え方を勉強したりする
日程でした。午後は日本 34 名の仲間で 2 つのグループに分かれ分科会を開き、そこで仲間を思うことを学び、そして聞き学んだ
私が感じたことを申し述べいろんな勉強をしたりと真剣に考え、ロータリークラブのある程度の姿を理解することができました。
第 2820 地区ガバナーとして帰国後も勉強しました。
そうした中で第 2820 地区の特性などを、今後どのように発展させていくのか、ガバナーとしての 1 つの大きな任務や責任とし
て感じているのですが、今でもわからない事がたくさんあります。また各クラブにも特性があります。その特性を活かして 1 年間
の活動が出来るように、気がついた事は伝えながら過ごしていきたいと思います。クラブは 7 月に計画され 3 ヶ月が過ぎました。
現在は計画の実施段階で、残りの 9 ヶ月でどのような実績を重ねながら立派な実績としていくのかが今だと思います。
先輩方の意見を聞き皆さんとの相談の上で活動を進めたりしている事が今の状況だと思います。
１週間の研修でロータリークラブの本質、今の課題についていろいろ教えていただきました。その中で代表的な国々で会員の減
少が大きな問題になっています。ですが世界的には会員数は昔とほぼ変わっていません。これは以前にロータリークラブにお世話
になった国の方々が経済的にゆとりができてロータリークラブに入会しているからです。日本のロータリーの本質を考えるとを改
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めて考え直す必要があるのでは無いか日々臨んでいます。その動機が 50 年前東京で務めた会社の社長もロータリアンで、ロータ
リークラブは「学べる場」と教えていただきました。故郷に戻り、ロータリークラブに入会し「学べる場」ということを頭に入れ
活動してきました。ロータリークラブは職業が別れている仕事も違えば、環境も違うそれが、ロータリークラブになると１つになる、
持っていることを伝えたり頂いたり、ある程度人の進歩に繋がる。そのような観点からしても人と人のつながりが、さまざまな学
びとなると考え、ロータリアンを続けています。
この観点を持ちながら東海那珂 RC では国際奉仕、社会奉仕としてネパールの支援をはじめました。エベレストの登山家のシェ
ルパーのいる村への支援をはじめ、学校を作りました。学校に通える子供達も増え、今でも支援を続け、その中で優秀な子がでて
ネパールでは有数の学校になりました。
このクラブでも今年度の計画に沿って、そして会長の実績として残していけるようなクラブ運営ができると良いと考えています。
今年度の活躍を期待して卓話とさせていただきます。
ありがとうございました。
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中村ガバナーご来訪ありがとうございました。
2 時 30 分から病院で検査がありクラブ協議会は欠席いたします申し訳ありません
12 月 2 日、野球頑張ります！！
中村ガバナー、今日 1 日ご指導よろしくお願いいたします。
中村ガバナー、本日はありがとうございました。お疲れ様です。
ガバナー公式訪問嬉しいことが一つあります筑波山の御大・吉岡大先輩お会いできることです。
中村ガバナー、本日はご指導よろしくお願いします。
中村ガバナー、本日はお疲れ様です。卓話ありがとうございます。
中村ガバナー、地区役員の皆様、ご訪問ありがとうございます。
地区ではライラと RLI でお世話になっております。今後ともよろしくお願い致します。
中村ガバナー、ご来訪ありがとうございます。
笑顔にやられました。大好きです。シブコ
中村ガバナー、ご来訪ありがとうございました。
ガンバートルさん、引き続きモンゴルで頑張ってください
中村ガバナー、本日はよろしくご指導お願いします。
中村ガバナーはじめ地区役員の皆様本日はありがとうございます。
中村ガバナー、本日の公式訪問ご指導よろしくお願いします
ガバナーご苦労様。
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プログラム予告
10 月 31 日

休会（定款細則第 6 条第 1 節により）

11 月 03 日 09:30 〜 13:30 移動例会「ロータリーの森創り」 9：30
11 月 07 日 11:00 〜 12:00 第 5 回理事会

集合（ゆかりの森）

19-20 年度役員・理事、プログラム委員長、親睦活動委員長

11 月 07 日 12:30 〜 13:30 例会 会長挨拶・
「ロータリー月間に因んで」ロータリー財団委員長
11 月 14 日 18:30 〜 21:30 移動例会

大堀会員

他

招待卓話：講談で学ぶロータリー女流講談師 室井琴鶴先生「ポールハリスとロータリー」

会場：ホテルグランド東雲
11 月 21 日

休会（11/3（日）へ振替の為）

11 月 27 日 19:00 〜 00:00 移動例会 ３クラブ合同夜例会 会場：ホテルグランド東雲
11 月 28 日

休会（11/27（水）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
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
2019-20 年度

Ｒ I テーマ

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

マーク・ダニエル・マローニー

ロータリーは世界をつなぐ
2019-20 年度

中村

澄夫ガバナー

https://www.rotary.org/ja

地区スローガン

人、学びて更なる奉仕
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/

つくば学園ロータリークラブ

『ロータリーを考える』

〒 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

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

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１３６４−１

