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2010/11/11 

 １１月１１日（木） ガバナー公式訪問例会報告  

会 報 

つくば学園ロータリークラブ    

  

 

  

 It is the 25th year since 1986 TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

ガバナー公式訪問例会会長挨拶 
 本日は、国際ロータリー第２８２０地区２０１０－２０１１

年度ガバナー公式訪問例会として、山崎清司ガバナーと坂田信

夫地区幹事をお招きしての例会の開催となりました。お二方に

は、遠方より朝早くからお越しいただきましてありがとうござ

います。 

 本年度も７月にスタートしまして、早５ヶ月が経過しようと

しております。各委員会も事業計画に沿って事業を実施してい

ただいておりますが、折り返し地点を迎えております。すなわ

ち、前期の反省を生かして後期の事業を設営する時期を迎えて

おります。 

 そのような時期に山崎清司ガバナーにお越しいただいて、公

式訪問例会が開催できますのは、非常にいいタイミングであると考えております。 

 山崎清司ガバナーの公式訪問は、第６分区では 後、地区では５１クラブ目であります。２時から

のクラブ協議会において、他のＲＣの活動内容の話を参考にさせていただきたいと思います。本日

は、ご指導よろしくお願いいたします。 

ゴングを点鐘する川崎庄一会長 

山崎清司ガバナーをお迎えしての記念写真 
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 国際ロータリー第２８２０地区山崎清司ガバナー報告①   

2010-11 Vol. 18 TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

山崎清司ガバナー例会報告 
 本日は早朝から、吉岡昭文パストガバナー、野堀喜作ガバ

ナー補佐、並びに会長・幹事様多数の方のご参加をいただきま

してありがとうございます。 

 本年度のＲＩテーマは『地域を育み、大陸をつなぐ』です。

私は、１月１８日から２４日までサンディエゴにて、世界の５

３１名のガバナーエレクトと一緒にＲＩ会のテーマやＲＩ会長

の協調事項を学んでまいりました。ちなみに日本では３４名の

ガバナーエレクトがおります。本日の目的は、私が学んでまい

りました筝を皆様方にお伝えすることです。 

 まずは、本会議の模様のご報告です。その中で印象的だった

のは、大会開催直前に大地震に見舞われたハイチの国旗が入場

したときに、参加者全員でスタンディングオベーションで迎えたことと、日本人グループによるロー

タリーソング手に手をつないでの大合唱が行われたことです。ロータリー関係者が全員立ち上がり、

隣の方と手を携えながら、会場全体で大合唱が行われました。 

 次はＲＩ会長レイ・クリンギンスミス氏をご紹介されました。ミズリー州のカークスビルＲＣに所

属しております。レイ・クリンギンスミスＲＩ会長は、ロータリ財団奨学生として、南アフリカの

ケープタウン大学に留学しました。この間ロータリーの素晴らしさを実感し、帰国してすぐロータリ

アンとなりました。この留学の出発点がニューオリンズです。この思い出の地で来年の国際大会を開

催することが決定されております。是非多くの皆様にご参加いただきたいと思います。 

 次は今年度のＲＩテーマ『地域を育み、大陸をつなぐ』の解説です。このテーマの位置づけは、過

去のロータリーのテーマを精査し、検証した結果、ロータリアン以外の人々にもロータリーの目的が

理解してもらえ、また、ロータリアンにも自己の活動の意義を再認識してもらえることにあります。 

 次にＲＩ会長の強調事項の説明がありました。２つの 優先

事項と６つの重点分野です。２つの優先事項は、右の表をご確

認ください。この６つの重点分野は、２０１３年ロータリー財

団の持続可能な大きなプロジェクトとして位置づけられまし

た。「未来の夢計画」です。これにつきまして、世界では１０

０地区が、そして日本では６地区がパイロット地区として今年

から行動しております。私たちの地区は２０１３年から行動を

起こします。行動を起こすのは３年後ですが、この６つの重点

分野にしっかりと焦点をあてて今から活動していただきたいと

思います。 

 特に力を入れておりますのがポリオ撲滅です。今回の国際協

議会はポリオ撲滅協議会と言っても過言ではありません。ポリ

オ撲滅はロータリーが世界に約束したことでありますので、２

０１２年の６月までに是非これを達成するとの強い決意表明がありました。 

 この活動を２５年間にわたり継続して取り組んできたことにより、ＷＨＯもユニセフもＣＤＣも、

そしてビルゲイツも３億５千５百万ドルをロータリーに対して拠出していただきました。私たちロー

タリアンも２億ドルを拠出しておりますので、合計５億５千５百万ドルでポリオ撲滅に取り組んでお

ります。ロータリアンの拠出する２億ドルを達成するために、１人５０ドルを特別徴収させていただ

いております。今世界では１億４千万ドルが集まりました。７０％の進捗です。これをアフガニスタ

ン・パキスタン・インド・ナイジェリアの４ヵ国に配布させていただきました。ポリオ撲滅は、年々 

山崎清司ガバナーによる例会報告 

２つの 優先事項と６つの重点分野 
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 国際ロータリー第２８２０地区山崎清司ガバナー報告② 
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山崎清司ガバナー例会報告（続き） 
激減いたしております。患者数も２千人を切りました。もう一

歩で撲滅できるところまでまいりました。皆様の引き続きのご

協力をよろしくお願いいたします。 

 青少年プログラムにつきましては、青少年は明日を担う平和

の使者であり、リーダーであると位置づけまして、インターア

クト・ローターアクト・ライラ・青少年交換に力を入れた活動

の推奨が報告されております。つくば学園ＲＣは、ローターア

クトをしっかりと支援・育成しております。青少年の健全な育

成のために、これからもご支援をお願いいたします。 

 このようなＲＩ協議会の方針を踏まえまして、地区目標と活

動方針が説明されました。 

 1, 会員増強 純増１名               2, ポリオ撲滅と年次寄付 合計160ドル以上 

 3, ベネファクター １クラブ１名以上        4, 青少年プログラムへの参加 

 5, ロータリー綱領の実践              6, 世界社会奉仕・WCSへの参加 

 7, 奉仕プロジェクト １クラブ・１プロジェクト   8,  RI会長賞に挑戦 

 9,  GSE 1230地区・スコットランド10, 米山奨学会の支援 一人２万円以上 

 ロータリーの認知度を深めていただくことも大きな目標です。例えばまだまだロータリーのロゴの

認知度は低いといえます。内容はまだ理解していただかなくと

も結構ですので、まずはロゴを一般の皆さんに知っていただき

たいと思っております。そのために奉仕活動のあらゆる機会を

捉えてこのロゴを利用していただきたいと考えております。 

 そして、『地域を育み、大陸をつなぐ』の実践です。地域を

育む方法といたしまして、いろいろな他の団体と一緒になって

活動することにより、ロータリアン以外の方にロータリーの活

動をご理解いただけますし、広報にもなりますし、公共イメー

ジの増進にもつながります。つまり、奉仕活動を６Ｗでやって

いただきたいと思います。（Who・What・When・Where・

WhyにWithを入れて６Ｗです） 

 そして『地域を育み、大陸をつなぐ』方法といたしまして、

当地区は３３５０地区およびその周辺３８１０地区およびその周辺と友好地区を結びまして交流を促

進いたします。再来年のロータリーの国際大会は３３５０地区のバンコクで開催されます。私どもの

地区は、バンコクと友好関係でありますので、多くの会員と参加したいと思います。また３８１０地

区では年３回歯科医療奉仕を行っております。そしてＧＳＥの受け入れと派遣です。派遣は９月に終

了しました。来年の３月１６日から４月１５日までにスコットランドの１２３０地区から５名のメン

バーがまいります。受け入れのご協力よろしくお願いいたします。 

 続いてニューオリンズの国際大会についてです。ニューオリンズは、レイ・クリンギンスミスＲＩ

会長がロータリー財団奨学生として南アフリカに出発した思い出の地であり、この地で国際大会が開

催できることを非常に喜んでおります。是非とも多くの会員にご参加いただければと思います。 

 後に、つくば学園ＲＣは出席率の向上に苦慮しているとお聞きしました。現在はオンラインでメ

イクアップが可能となっております。e-クラブワンというメイクサイトです。今年４月より正式に認

められております。どうしても参加が難しい時にご利用ください。１日中アクセス可能です。 

参考 e-クラブワン ＵＲＬ http://www.rotaryeclubone.org/  

１年間ご協力よろしくお願いいたします。 

山崎清司ガバナーによる例会報告 

プロジェクターを使用した報告でした 



Page 4 

    ガバナー公式訪問例会スナップ①   

2010-11 Vol. 18 TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

本日は山崎清司ガバナーと坂田信夫地区幹事にお越しいただき、ガバナー公式訪問例会が開催されまし

た。プロジェクターを利用して、懇切丁寧にご報告を頂戴いたしした。ありがとうございました。 

１年間お体にご留意いただき、ご指導よろしくお願いいたします。 
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    ガバナー公式訪問例会スナップ②   

2010-11 Vol. 18 TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

本日はガバナー公式訪問例会ですので多くの会員に出席いただきました。さすがに会場内には凛とした

緊張感がみなぎっておりました。 後に宮川健治会員をお見受けしましたが、シャッターチャンスを逃

してしまいました。申し訳ございませんでした。 



Page 6 

 クラブ協議会報告① 
  

2010-11 Vol. 1８ TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

山崎清司ガバナー・坂田信夫地

区幹事・つくば学園ＲＣ役員の

皆様です。 

クラブ協議会全体の雰囲気で

す。飯田正行国際奉仕委員長は

役員席に着座してます。 

クラブ協議会開催に当たり山崎

清司ガバナーのご挨拶を頂戴い

たしました。 

上野修会員増強・会員選考・職

業分類副委員長と下村正第１ク

ラブ奉仕委委員長です。 

綿引信之第２クラブ奉仕委員長

と東郷治久ロータリー情報委員

長です。 

鯨井規功クラブ会報委員長と高

野勝出席委員長です。 

中村義雄人間尊重・環境保全委

員長と齊藤修一社会奉仕委員長

です。 

増山栄職業奉仕委員長と井田充

夫プログラム委員長です。 

大野治夫雑誌・広報委員長と菅

原俊親睦活動委員長です。 

小城豊副幹事と大山敬次会計委

員長です。 

中山正巳ＳＡＡ委員長と岡添紘

樹米山奨学会委員長です。 

浦里浩司ロータリー財団委員長

と塚原英夫新世代奉仕副委員長

です。 
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 クラブ協議会報告②   
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クラブ協議会には、入会１年未満の方々も出席いただいております。今回は、オブザーバーといた

しまして、塚田陽威会員と小堀恒雄会員もご参加いただきました。ありがとうございます。 

宮武孝之会員と生井俊一会員

です。 

中野勝会員と篠崎忠志会員で

す。 

生井俊一会員と前島正基会員

です。 

宮澤泰輔会員と倉持武久会員

です。 

矢島定雄会員と塚田陽威会員

と小堀恒雄会員です。 

後ろに石井健三会員がいらっ

しゃいました。 

    ガバナー公式訪問懇親会スナップ① 

懇親会の席で挨拶をする川崎庄一会長と山崎清司ガバナーです。乾杯は上野修直直前会長が務めました。

その後は、川崎庄一会長より山崎清司ガバナー・野堀喜作ガバナー補佐・坂田信夫地区幹事・飯田正行ガ

バナー補佐幹事に感謝の意を込めまして記念品の贈呈がございました。ちなみに野堀喜作ガバナー補佐と

飯田正行ガバナー補佐幹事の記念品は懇親会の席でおいしくいただきました。ありがとうございました。 
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    ガバナー公式訪問懇親会スナップ②   

2010-11 Vol. 18 TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

ガバナー公式訪問例会も懇親会の部になりました。山崎清司ガバナーとご一緒に楽しいひと時を過ごすことがで

きました。山崎清司ガバナーは、つくば学園ＲＣの会員テーブルを回られ、一人一人に声をかけていただきまし

た。皆さん恐縮のしっぱなしです。懇親会の場でも、ためになるお話が沢山頂戴できました。 

 出席率報告   １１月１１日（木） 例会 

会員数 出席数 欠席数 内無届欠席数 出席率 

６６名  ４７名  １９名  ４名 ７３．４３％ 

出席免除 

２名 

メイク・ゲスト 

２名 

 本日は、多数の会員の皆様にご出席いただきましてあ

りがとうございました。 

 山崎清司ガバナーをお迎えしての例会でしたので、緊

張して事務局からの出席率の報告の受け渡しがスムーズ

にできず、ご迷惑をおかけいたしました。 

              報告 高野勝出席委員長 
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 １１月１１日ニコニコＢＯＸ①              

飯田正行   

 山崎ガバナー公式訪問ありがとうございます。 第6分区の公式訪問も今日で終

了です。 分区ゴルフコンペも先日無事終わり残すはIMだけとなりました。メンバー

のご協力に感謝いたします。 

伊勢一則    山崎ガバナー、ご訪問あいがとうございました。 

上野修    山崎ガバナー、ご訪問あいがとうございました。 よろしくお願いいたします。 

浦里浩司    山崎ガバナー公式訪問ありがとうございます。 

岡本武志    山崎ガバナー来訪ありがとうございます。 よろしくご指導お願いいたします。 

岡添紘樹   
 山崎ガバナー、本日は公式訪問ご苦労様です。 ご指導よろしくお願いいたしま

す。 

川崎庄一   
 山崎ガバナー、坂田地区幹事公式訪問においで下さいまして、大変ありがとうご

ざいました。 クラブ協議会でのご指導よろしくお願いいたします。 

菊地克之   
 山崎ガバナー公式訪問ありがとうございます。 今後ともご指導よろしくお願いし

ます。 

鯨井規功   
 山崎ガバナー本日は公式訪問ありがとうございます。 1年間お体には充分留意

されて御指導よろしくお願い致します。 

倉持武久    山崎ガバナー＆地区役員の方々ご苦労様です。 

齊藤修一   
 山崎ガバナー、野堀ガバナー補佐本日はありがとうございます。 長い一日にな

りますが、よろしくお願いいたします。 

佐藤裕光    山崎ガバナー、公式訪問ありがとうございます。 御指導宜しくお願いします。 

下村正   
 山崎ガバナーようこそ、今日一日宜しくお願いします。 我がクラブの雰囲気を味

わってください。 

鈴木敏雄   
 ガバナー公式訪問ありがとうございます。 当クラブも今年は25周年を迎え準備

の皆様ご苦労様です。 

菅原俊    山崎ガバナー、公式訪問ありがとうございます。  

高橋恵一   
 つくばの紅葉が秋晴れに映え、１１．１１というダブルゾロ目の日に、ガバナー公

式訪問ありがとうございました。 

高野勝   
 山崎ガバナーさんご苦労様です。私は、出席委員長を拝命していながら、なかな

か出席できなくて申し訳なく思っています。 深く反省しております。 
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 １１月１１日ニコニコＢＯＸ②             

田口幸男    山崎ガバナー本日はご苦労様です。  

塚越俊祐    山崎ガバナー、公式訪問ありがとうございます。  

塚田陽威    先日は卓話をさせて頂きありがとうございました。 

塚原英夫   
 山崎ガバナー、坂田地区幹事ようこそいらっしゃいました。 本日はご指導よろしく

お願いいたします。  PS．野掘ガバナー補佐、飯田分区幹事お疲れ様です。 

東郷治久   

 山崎ガバナー、野掘りガバナー補佐、更に皆様、本日の公式訪問はご苦労様で

ございます。昨年度のガバナー公式訪問の際は、会長として大変緊張して一日を

過ごしましたことをよく覚えていまうす。 それに比べて今年はリラックスして、ゆった

り食事を取らさせていただきました。あれから早くも一年が過ぎたのだと感無量で

す。 

中山正巳   
 山崎ガバナー来訪ありがとうございます。  本日は11月11日全て1並びです。私

の通信簿ではありません！！ 

前島正基   
 山崎ガバナー、公式訪問ありがとうございます。  緊張の中、楽しいゴルフをあり

がとうございました。 

増田忠則   

 本日は山崎ガバナーの公式訪問を頂き誠にありがとうございます。 大変ために

なるお話、ロータリー活動について再認識できよかったです。今後とも御指導宜しく

お願いします。益々のご健勝を祈念いたしております。 

増山栄   
 山崎ガバナー、公式訪問ありがとうございます。 野掘ガバナー補佐をどうぞ宜し

くお願いいたします。 

皆葉真治   
 山崎ガバナー、坂田地区幹事、野掘ガバナー補佐、飯田分区幹事、吉岡パストガ

バナー、本日は朝早くからありがとうございます。 

矢島定雄   
 先日大子温泉に仕事兼紅葉見学に行ってきたが、本日のつくばの紅葉が輝いて

いた。当RCも適度にいつまでも色づいていたいものです。 

吉岡昭文    山崎ガバナー、本日は公式訪問ありがとうございます。 

綿引信之   

 先月の｢ロータリーの森創り」へ孫つきで参加させていただきありがとうございまし

た。6歳、4歳、1歳半の孫達も、百合とかぶと虫を楽しみに毎年参加をしておりま

す。また、外国の人たちと逢うのも楽しみです。 

本日の合計 ￥１５４，０００－ 

本年度累計 ￥６０４，０００－ 

本日は、多くの会員にニコニコBOXのご協力をいただきました。

内容は会報誌でご確認ください。  報告 菊地克之ＳＡＡ委員 



編集後記                （クラブ会報委員長：鯨井） 

●本日の例会は、第２８２０地区山崎清司ガバナーと坂田信夫地区幹事にお

越しいただきまして、ガバナー公式訪問例会が開催されました。今日一日山

崎ガバナーには、非常に参考になるお話を沢山頂戴できました。 

 例えば、クラブ協議会におきましては、委員会ごとに他のＲＣでの取り組

み事例であったり、山崎ガバナーの参考意見を多数いただきました。 

 今回の山崎ガバナーのお話をお聞きして思いますのが、その組織や業界の

中でのトップの方は優しい方が多いなということです。山崎ガバナーは、今

年１年間大変な思いでガバナーを務めていらっしゃると思います。国際協議

会の参加だけでも１週間かかりますし、公式訪問例会だけでも６０ヶ所だそ

うです。そのようなご苦労をされて知りえた情報でも私たちに懇切丁寧にお

教えいただけました。 

 これは、その組織や業界に対する愛情の表れであり、奉仕の精神であると

思います。ある研修で業界トップの企業の社長さんと会ってきてくださいと

いうものがありました。運送業ではヤマト運輸の社長とお会いしてきた方も

いましたし、建設業では清水建設の社長とお会いしてきた方もいます。私も

大阪で職員数５００人の会計事務所の社長と会ってきました。皆さん快くア

ポを入れていただけますし、いろいろなノウハウを教えていただけます。 

 これは、業界の 先端を走っているという自負と、業界全体を発展させた

いという思いがあるからだと思います。自分の知識や知恵を提供することに

よって、自社ばかりでなく他社も素晴らしい経営ができ、業界全体が発展す

ればいいとの思いだと思います。 

 私も将来は、回りの方に頼りにされる優しい人間になりたいものです。 

   

つくば学園ロータリークラブ 
〒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 

電話 029-858-0100          FAX  029-858-0101 
Email:gakuenrc@46gama.com 

 ホームページもご覧下さい 

 http://www.46gama.com/ 

    

   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」  

           つくば市吾妻１丁目１３６４－１ 
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４つのテスト４つのテスト 

１．真実かどうか１．真実かどうか            

２．みんなに公平か２．みんなに公平か        

３．好意と友情を深めるか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４．みんなのためになるかどうか  

 友好クラブ 

    京都山城ロータリークラブ 

   （第2650地区） 

 

 プログラム予告   １１月 ロータリー財団月間 

2010-11 Vol. 18 TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

 １１月１７日 「百里基地・茨城空港見学」 

        集合場所『ホテルグランド東雲駐車場』 ＡＭ９：３０出発 

 

 １１月１８日 休会 百里基地・茨城空港見学へ振替の為 

 

 １１月２５日 休会 第６分区親睦ゴルフ＆３クラブ合同ゴルフ夜例会へ振替の為 
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