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新井和雄ガバナー公式訪問

会長挨拶
本日は新井
区幹事）
、雨宮

中野

勝

会長

和雄ガバナー（新井ガバナー）
、早瀬

浩一地区幹事（早川地

淳 6 分区ガバナー補佐（雨宮ガバナー補佐）、吉岡

トガバナー（吉岡パストガバナー）
、野堀

照文パス

喜作パストガバナー（野堀パストガ

バナー）をお迎えしての開催です。クラブの活動報告を行い、通常であれば「ゆ
かりの森」
「ロータリーの森」などを見学予定でしたが、コロナ禍という事で、
映像で活動報告しました。例会の後にはクラブ協議会、各委員会の活動方針を
お話し、新井ガバナーにご指導いただきます。一日よろしくお願いします。

卓話

新井

和雄

ガバナー

本日はガバナー公式訪問の役目としてシェカール・メーター
RI 会長の「RI 会長方針」と地区ガバナー方針をお伝えします。
今年 2 月にガバナーになるための勉強期間として国際協議会
に行き、シェカール・メータ会長から準備勉強を受ける期間があ
ります。残念ながらコロナ禍でオンライン研修になりました。
シェカール・メーター会長はカルカッタ・マハナガール RC・
パスト会長です。最初に掲げたテーマが「Serve to Change Lifes みんなの人生を豊かにするために奉
仕しよう」です。研修期間中、何度も言っていたのは、奉仕とは奉仕される側はもちろん幸せになり
ますが、本当は奉仕しているロータリアンが幸せになるということです。
−会員増強について−
世界のロータリーアンは過去 20 年間 120 万人くらいで推移していますが、RI 会長は、私の年度の
間に 130 万人にしたいと目標を掲げました。

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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「Each one bring one」という言葉を使い、皆さんは推薦され
てロータリアンになったのです。今度は皆さんが誰かを連れて来
て下さい。そうすればきっと世界のロータリアン数が 130 万人に
なりますよ。と言われました。
何故、会員増強する必要があるのか、それは世界にはまだま
だロータリーの援助を必要としてる人たちがたくさんいるからで
す。ロータリーはもっと奉仕する必要があり、奉仕するためにク
ラブが成長しなきゃいけない。だから会員増強が必要なんです。
と言いました。
−奉仕の理念−
今日まで続いてきた我々の奉仕活動は、ロータリーをはじめた
頃の最初の人達の「奉仕の理念」が引き継がれています。シェル
ドンとポールハリスの写真を出して「Care for Others」という言
葉を使ってそういう説明をしました。
RI 会長が目標に掲げたのは２つ
1. 女性のエンパワーメント (empowerment)
RI 会長の背景には途上国の出身で、貧しい地域を知ってると
いうこと。
インドは、今でも女性という理由で学校に行けない、進学でき
ない、好きな職業に就けない、役職に登用されない、時には親に望まない結婚をさせらることがあり
ます。日本でも 50 年前くらいまでは同じような背景があったかもしれません。今でも役職の登用の部
分では残ってる可能性もあります。
女性に自分のやりたいことができるようする。具体的には学校に行かせようということです。そし
てロータリーは全ての青少年に奉仕していますが、今年度は特に女子に焦点を当ようという話でした。
この件は川上 美智子地区青少年総括委員長と話して、高田 稔美委員長の協力のもと来年 3 月に阿
字ヶ浦で RYLA（ライラ）を行います。そこで SDGs を取り上げ 17 個の GOAL の中に Empowerment
に関わることが出てくるので、ロータリーアンと青少年とで一緒に話し合うということにしました。
2. 環境保全
ロータリーの理事会とロータリー財団委員会は昨年のハワイ国
際大会時に 7 つ目の重点分野として環境保全を採択しました。私
の年度から財団の補助金が環境保全に関する活動に使えるように
なりました。RI 会長は「地球環境を保全するために、世界各地で
ロータリー奉仕デーを実施しましょう」ということでした。それ
ぞれの地域に貢献する事、つくば学園 RC もロータリーの森の管
理をしています。このような地元と密着して環境に貢献すること
は、みんながやることで地球の環境を改善します。だから世界中
でロータリー奉仕を実施してくださいという事でした。

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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−「Think Grobally, Act Locally（地球の未来を想い、地域
社会に貢献しましょう）−
これを聞いて、地区のスローガンを「Think Grobally, Act
Locally（地球の未来を想い、地域社会に貢献しましょう）
」と
しました。
地区のバッチの意味を説明をします。
私の所属は下館 RC です。下館から見た筑波山があります。
年に 2 回、筑波山の頂上から日の出が上がります。ダイヤモン
ド筑波と言われてます。その筑波山の麓に湧水池があります。
パストガバナーの宅間美治雄さんが 150 本の桜の木を植えました。その後も少しずつ植え足して、
今では 300 本の桜が花見ができる程に大きくなりました。
その他にも SL が走ることで有名になった真岡鉄道沿線に桜を植えて国道 294 号線に山茶花並木を
作りました。これらの木が年間に吸収する Co2 の量は 300 トンを超えています。
− Think Grobally, Act Locally （地球の未来を想い、地域社会に貢献しましょう）−
最近は 50 年に 1 度、回 100 年に 1 度という災害が毎年のように発生するようになりました。
気候変動が原因と言われます。それは Co2 を含めた温室効果ガス増加の影響と言われます。
下館 RC は「下館」というローカルな場所で、この活動をしていますが、約 300 トンの Co2 を吸
収することによって地球温暖化を抑制するというグローバルな効果を上げています。
これが「Think Grobally, Act Locally」の意味です。
11 月 3 日の海岸清掃、Co2 を吸収するのは陸が 6 割、海が 3 割と言われていますが、海の Co2 の
吸収能力が低下しています。プラスチックゴミの要因と言われます。マイクロプラスチックによって
海が汚染され、生物多様性が劣化します。それをみんなで掃除するということです。ロータリアンが
茨城の海を掃除します。これも地球温暖化を抑制するグローバルな効果をあげる事ができます。
それが地区のスローガン「Think Grobally, Act Locally」です。
目標を立てました。地区の目標として、2820 地区の持続可能な発展に資する奉仕活動の推進とし
ました。
ロータリーには 7 つの重点分野があります。
地区のこの目標を達成するために 7 つの具体的行動指針を設定致しました。
１．ロータリー奉仕デー地球環境保全プロジェクトの実施です。
２．クラブをサポートする持続可能な地区運営体制の強化。
３．質の高い奉仕活動の推進
クラブセントラル活用を促進し RI 会長賞受賞を支援
ロータリーを学び互いに成長する機会の提供
持続可能な開発目標（SDGs）に貢献する奉仕活動の推進
友好地区との協働による人間開発の推進
青少年への支援を推進（IAC・RAC・RYLA・EX）

クラブ奉仕
職業奉仕
社会奉仕
国際奉仕
青少年奉仕
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４．公共イメージの向上
５．ロータリー財団の活用と支援
６．米山記念奨学会の支援
７．ヒューストンにいこう！
来年は大野 治夫オン・ツー・コンベンションのもと、ヒューストンで大会が行われます。
この 7 つの目標の中で一つだけ達成できたことがあります。ロータリーの奉仕デー・地球環境プロ
ジェクトです。
９月 12 日に世界のロータリーが市民とともに、それぞれの国、それぞれの地区で海岸とか河川とか
湖沼を綺麗にしたことです。事の発端は、1 月のニューイヤーズミーティングで環境問題について話し
合いました。高萩 RC の大高さんが「高萩 RC は毎年海外清掃してるんですよ。看板事業になってます
みんなのクラブも一緒にやって 2820 地区みんなでやりませんか？」と提案がでました。
参加者は、コロナ禍だけど海岸だから安全にできるということになりました。
国際協議会で同期ガバナー 34 人に茨城では海岸清掃を 9 月 12 日やる事を伝え、一緒にやろうと伝
えたところ同意を得ました。翌日、世界の 532 人が参加する本会議で 2820 地区では海岸清掃を実施す
ることを伝え、誘ったところ同意を得てしまいました。
RI 会長の協力を得て、世界に発信し、新聞にも掲載されて、世界一斉にロータリーが海岸清掃と、
日本語でも英語でも参加登録できるホームページを作りました。
改めてインターネットの恐ろしさを知りました。世界から 245 団
体 32,857 人の参加登録がありました。
９月 12 日にオホーツク海から日本海から東シナ海から瀬戸内
海から太平洋までロータリーが、市民と一緒に日本中の海を綺麗
にしました。海外は 30 カ国が参加し、それぞれの国で、どのよ
うに清掃したかを発表してくれました。世界のロータリークラブ
が同じ日に市民とともにそれぞれの国それぞれの地区で海岸や河
川や湖沼を清掃したのはロータリー 116 年の歴史において初めて
のことを実施することができました。
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ニコニコ BOX
飯田

正行

会員

新井ガバナー、御訪問ありがとうございます。

木村

英博

会員

本日は新井ガバナーようこそいらっしゃいました。心より歓迎いたします。

磯山

正蔵

会員

本日は遊び（ゴルフ）の予定をキャンセルして、新井ガバナーを歓迎しに参上しました。久々の
ジャケットは窮屈です♡

高田

稔美

会員

新井ガバナー御訪問ありがとうございます。来年 3 月のライラセミナーもよろしくお願いします。

吉岡

昭文

会員

ご苦労様です。

中野

勝

会員

新井ガバナーご来訪ありがとうございます。ご指導よろしくお願いします。

野堀

喜作

会員

新井ガバナー公式訪問、ご苦労様です。

大野

治夫

会員

新井ガバナー、早瀬幹事、雨宮補佐、来訪ありがとうございます。

２５８０地区
ガバナーエレクト
嶋村 文男 様

本日は勉強になりました。宜しくお願いします。

本日のお客様

国際ロータリー第 2820 地区

新井

和雄

ガバナー

国際ロータリー第 2580 地区

ガバナーエレクト

嶋村

文男

様

国際ロータリー第 2920 地区

雨宮

淳

6 分区ガバナー補佐

国際ロータリー第 2920 地区

雨宮

淳

6 分区ガバナー補佐
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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

64(3)

24

0

4

3

79.76%

プログラム予告
11 月 03 日

10：00

〜

11 月 04 日
11 月 04 日

11：00
12：30

〜
〜

11 月 11 日
11 月 18 日

休会
12：30

〜

11 月 20 日

09：30

〜

11 月 25 日

休会

12：00 移動例会（11/11 より）〜ロータリー奉仕デー〜「環境美化プロジェクト・茨城海岸清掃」
8：00 ホテルグランド東雲バス出発（7：50 集合）
・15：30 到着 解散
12：00 理事会役員・理事、プログラム・親睦活動各委員長
13：30 例会（オンライン併用）会長挨拶 イニシエーションスピーチ（新会員卓話）
※会場 ホテル日航つくば 別館（昴の間）
休会（11/3 に振替の為）
13：30 例会（オンライン併用）
「ロータリー財団月間に因んで」
ロータリー財団出前卓話 地区ロータリー財団担当カウンセラー / 総括委員長
保延輝文様（パストガバナー）
13：30 移動例会（11/25 より）
「ロータリーの森創り」会場：つくば市豊里ゆかりの森
9：30 ゆかりの森工芸館ウッドデッキ集合〜・12：00 閉会の挨拶・後片付け
休会（11/20 に振替の為）

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
国際ロータリー会長

シェカール・メータ

Ｒ I テーマ

https://www.rotary.org/ja

http://www.kyoto-yamashiro-rc.com/
第２８２０地区

国際ロータリー第 2820 地区
地区スローガン

第 30 代ガバナー新井和雄

“ ＳＥＲＶＥ ＴＯ ＣＨＡＮＧＥ ＬＩＶＥＳ ”
奉仕しよう みんなの人生を豊にするため

https://www.rid2820.jp/

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
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 『みんなの力を地域のために！』
〒 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：ホテル日航つくば

茨城県つくば市吾妻１丁目１３６４−１

