
 

 

本日はお忙しいなか、長谷川ガバナーにお越し頂きましてあ

りがとうございます。ガバナーをお迎えし最初の公式訪問と

いうことで、つくば学園ロータリークラブの例会に参加して

頂きましたことを、とても嬉しく思っております。また光栄に

思っております。ありがとうございます。ご到着後ロータリー

の森、つくば市の岡田副市長を表敬訪問させていただきまし

た。その後ガバナーとの協議会ということで、お話を承りま

した。例会で様子をご報告いただき、その後クラブ協議会で

ご指導を頂くことになっております。最後にガバナーを囲んで懇親会を予定しておりますので、本

日は長丁場となりますが御指導のほど、よろしくお願い申し上げます。  
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つくば学園ロータリークラブ  
TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I.  It is the 28th year since 1986 

 ７月18日（木） ガバナー公式訪問例会報告 

井田会長挨拶 

こんにちは、私は、５８クラブ中で初めての公式訪問でございます。よ

ろしくお願いします。昨年は野堀ガバナーには地区のいろいろな問

題につきまして、ご指導とご鞭撻を頂きまして、心から厚く御礼申し

上げます、また地区の役員として、今年も沢山の方々を派遣して頂い

て、誠にありがたいと思います。 

国際ロータリー会長のロン D. バートン氏が、掲げるロータリーの

テーマは「ロータリーを実践し、みんなに豊かな人生を」です。 

今年度はロータリーの108年の歴史の中でも大きな変革の年であると言われています。この変革

RI第2820地区長谷川國雄ガバナー卓話 
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の流れは少しずつではありますが、始まっています。例えばロータリーの綱領といいますが、その

日本語訳が改定されます。ロータリーの認知度と公共イメージの向上に繋がりますので最も大き

な変革は、財団の未来の夢計画だと思います。原則クラブが申請することになっています。つまり

この変革を実行していくのは皆様方クラブ会員でございます。ロータリーの新たな108年の歩み

の歴史の一端を拓くのは、クラブ会長と幹事さんではないかと思います。ロータリーがどのように

変わるか、情報としてしか捉えてはいませんが、皆様とともに実践し、新たな伝統を作っていかな

ければなりません。しかし変革も闇雲ではいけません。ロータリーは変化すべきものと、変化しては

いけないものがあります。ロータリーの目的を変えてはなりません。目的を達成するための手段

は、世の中の変化に連れて変えていくべきと思います。未来の夢計画は私達財団が世界に良いこ

とをしよう、という目的を達成するために、より取り組みやすく、住み易い地域社会にするための

工夫がされています。今ロータリーは曲がり角に来ていると、よく言われますが私はそうは思いま

せん。なぜなら曲がり角のその先は、今いるところから見えないものです。ロータリーの計画とは

はっきりとした道標が、道のりがあります。私達はこの道標にそって、坂の上の雲とも言える目標

を、進んでいこうではありませんか。この大きな変革の年に、ガバナーにさせていただくことに感

謝し、一年間楽しもうと、思っております。 

 

国際協議会の報告 

先程RI会長のテーマを申し上げましたが、私達は全国で34名の地区のガバナーと、今年の1月13

日からRIの会場であるサンディエゴのハイアットホテルで勉強してまいりました。14日から５日間に

渡り公式プログラムが開始されました。はじめに田中作次国際ロータリー会長による力強い開会

宣言、歓迎の挨拶、ロータリー加盟国国旗の入場、各国の国旗の紹介その後、日の丸の国旗と共に

田中会長が、アメリカの国旗と共にバートン会長が入場されました。会長を排出している関係から、

君が代の斉唱も行われました。開会セレモニーが終わると会長のスピーチがあり、エンゲージロー

タリーチェンジライフを掲げました。チェンジライフは人生のすべてを変えると直訳されますが、み

んなにとはロータリーの実践に影響を受けるすべての人々です。最もよく奉仕するもの最もよく

報われる。 

ロン D. バートン会長の職業は弁護士でございます。ロータリー旗のバナーの色は彼の出身校の

オクラホマ大学のスクールカラーです。ロータリーの土台は中核的価値観だと言われています。

ロータリーも長い歴史があり時代によりいろいろ変わってきましたが、中核的価値観は「奉仕、親

睦、多様性、高潔性、リーダーシップ」から成り立っています。そして重点分野の中で３つ優先テー

マがあります。 

一つ目は、ポリオを撲滅です。1985年以降、99％まで、撲滅しました。もう一息だと思います。ロン 

D. バートン会長は14年６月を目標にしています。 

二つ目は、未来の夢計画です。財団を簡素化し、世界的ニーズに則した、活動を展開し、目に見える

成果を上げるというプロジェクトです。ロータリー財団は191７年に発足し、2017年には設立100周年

を迎えます。全世界３万６千のクラブがこの目標を全うすべく、活動を開始したことは事実であり
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ます。その結果ロータリーの公共イメージの向上を図っています。 

三つ目は、会員増強です。総会員は現在、世界で120万人です。過去12年間は横ばいです。2015年

までに10万人の会員純増を達成しようと、日々活動しています。各会員が新入会員への呼びかけ

を実践することが、会員増強への第一歩となります。今こそ自覚と実践が必要となります。 

国際協議会の感想ですが、世界からガバナーエレクト、配偶者そして、関係者千人以上が集まり、

全世界、120万のロータリアンを一つに束ねているのはいったい何だろうと思いました。国・言語・人

種・文化・宗教・習慣等の皆違う人々を、同じ方向に向けているロータリー。毎年会長が変わります。

毎年テーマも変わります。けれども同じ方向へ進んでいく。何がそうさせるのか、不思議で仕方あ

りませんでした。120万人のロータリアンを一つに束ねているものは、ロータリアンの４つの理念で

す。使命・ビジョン・中核となる価値観・そしてロータリーの目的です。使命とは、方針を通じて、世界

の理解・親善・平和推進をしていくことです。ビジョンは目標とするところです。世界の人の生活改

善を高め、活発で行動するクラブを目指すということです。そしてロータリーの目的です。４つの

理念がありよく調和され展開されています。私達が、素晴らしいロータリーの理念を維持し推進し

ていく限り、ロータリーは衰退することは無いと思います。 

以上をもちまして、私の卓話と差せていただきます。 

  ガバナー公式訪問例会スナップ  
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午後は今年度の各委員会の事業計画を長谷川ガバナーにご説明する、クラブ協議会が開催され

ました。委員長からの事業内容の説明（詳細は11日の会報とクラブ現況報告書を参照）に対し、一

つ一つガバナーから丁寧なコメントを頂きました。大変参考なりましたし、計画の実行に意を強くし

ました。質疑応答では米山奨学生へ寄附に対して現状と課題がはなされ等、有意義なクラブ協議

会となりました。 

青柳第6分区ガバナー補佐からの講評 

各委員長さんは熱心でありますし、個性的ですね。自分の意思をきちんとお持ちになっておられま

す。会長さんも纏めるのが大変だろうなと思います。それだけに活発な活動をされるだろうと思

います。 

新人の皆さんがこれだけ、いらっしゃるというのも壮観で他クラブでは見受けられない。そういっ

た意味では、長谷川ガバナーが、今年の最重要、課題と言われた会員の

増強につきましては、模範的活動をされるのではないかと思います。そ

れだけに、出席率のほうが気になりますが、今後に期待していきたいと

思います。 

本日はどうもありがとうございました。 

クラブ協議会報告 



 

 

 クラブ協議会スナップショット 
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 ７月１８日 （木） ニコニコＢＯＸ  

本日の合計 ￥106,000 － 

本年度累計 ￥210,931 － 

本日は21 名のニコニコでした。 

御協力いただきありがとうございました。             

赤羽功次ＳＡＡ委員 

 

 ７月18日(木)出席報告 

 
出席委員長 馬目 圭造   会員 

会員数 出席数 欠席数 
内無断 
欠席数 

出席 
免除 

メイク 
ゲスト 出席率 

68名 49名 18名 0名 2名 5名 81.18% 

本日のお客様 
国際ロータリー第2820地区 ガバナー   長谷川國雄 様 

     〃        地区幹事   水口 二良 様 

     〃     地区会計長  塩沢 富夫 様 

     〃     第6分区ガバナー補佐  青柳 廣則 様 

     〃      セクレタリー  江橋 修一 様 

無断欠席ゼロ、出席率向上を目指して 

「ロータリーの森」の視察とつくば市副市長表敬訪問  

公式訪問に先立ち、ゆかりの森にご案内し、永年当クラブがロータリーの森創生事業として実施し

ている植樹や、遊歩道の整備などロータリーの森を視察されました。その後つくば支庁の岡田副

市長を表敬訪問し、懇談いたしました。 
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赤羽 功次 
長谷川ガバナー、つくば学園RCへのご訪問有難うございます。1年間どうぞよろしくお願いいた
します。 

飯田 正行 
長谷川ガバナー、水口幹事、塩沢会計長、青柳ガバナー補佐、江橋セクレタリーの皆様、ご来
訪有難うございます。今日一日ご指導よろしくお願いします。 

石井 健三 
長谷川ガバナーをお迎えして、つくば学園RCも身が引き締まる思いです。今年は地区の会員組
織委員長として、長谷川ガバナーと共に、地区発展のために頑張ります。 

井田 充夫 
長谷川ガバナーをお迎えして、多くの会員と例会を開くことができて、大変有難うございます。ガ
バナーからご指導頂き、しっかり親睦・奉仕活動を実施致しますので、よろしくお願い致します。 

礒山 正蔵 長谷川ガバナー、公式訪問有難うございました。今後もご指導よろしくお願い致します。 

鬼沢 一彦 
先週は欠席、今日は遅刻失礼いたしました。誕生日のお祝い有難うございます。次週、筑波山
でお待ち申し上げます。有難うございます。 

鯨井 規功 
本日は、長谷川ガバナーをはじめとして、地区役員の皆様、私どものクラブにご来訪いただき
まして誠に有難うございます。1年間よろしくお願いします。 

柴原  浩 
長谷川ガバナー公式訪問、有難うございます。新年度、学園RCも会長以下、皆頑張りますの
で、よろしくご指導ください。 

下村  正 長谷川ガバナーようこそ！ 

高田 稔美 お陰様で、10回目の記念日（結婚）を迎えました。有難うございました。 

塚越 俊祐 長谷川ガバナー公式訪問有難うございます。 

塚田 陽威 長谷川ガバナー、本日は大変ご苦労様です。今年1年間身体に十分気を付けて頑張ってください。 

中野  勝 長谷川ガバナー、ご来訪有難うございます。 

中山 正巳 
長谷川ガバナー、ご来訪有難うございます。今日を第1回目に、地区内全てのクラブを元気にご
訪問してください。 

中山 正巳 
訂正事項、先週の事業計画発表の折、つくば学園ロータリー基金の残額の訂正をします。基金
総額は、約6,500,000円です。大切に利用方法を検討して参ります。 

野澤 俊夫 新入生ですのに、前々回欠席申し訳ありませんでした。以後は皆勤目指して頑張ります。 

野堀 喜作 
長谷川ガバナー、青柳ガバナー補佐、水口幹事、塩沢会計長、本日はご苦労様でした。ゆっく
り我がクラブのご指導をお願い致します。 

増山  栄 
長谷川ガバナー、水口幹事、塩沢会計長、青柳ガバナー補佐、ご来訪有難うございます。ご指導
よろしくお願いします。昨年の、結城RCへの第1回目の公式訪問での緊張感を思い出しました。 

吉岡 昭文 長谷川ガバナー、ようこそいらっしゃいました。 

古本 朝彦 
先日は誕生日プレゼントをいただき、有難うございました。今後とも、ご指導の程よろしくお
願いいたいします。 

山崎 幸登 
この度、ロータリークラブに入会させて頂きました。また、長谷川ガバナーより、バッチの授
与を頂き光栄です。右も左も判りません。皆様のご指導ご鞭撻よろしくお願いします。 
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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 7月/8月 ・ 地区関係 ・ ローターアクト 

 

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）  

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  

編集後記   クラブ会報・広報委員長：篠崎忠志 

ガバナー公式訪問が無事終了しました。会長・幹

事、各委員長の皆さん、そして事務局の服部さん

ご苦労様でした。今週は移動例会で直前会長・幹

事の慰労会です。おいしい肉料理とお酒でスタミ

ナを養い、共に労い、語り合って楽しいひと時を

過ごしましょう。 

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 

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 

 ホームページもご覧下さい  

http://www.46gama.com/ 

7月25日(木) 移動例会 直前会長・幹事慰労会   ひたち野  18：30 
8月  1日(木) 8月理事会 理事役員、親睦委員長、P委員長 ホテルオークラ 11：00 
8月  1日(木) 8月第１例会 会長挨拶 会員増強月間に因んで「下村委員長」 ホテルオークラ 12：30 
8月  6日(火)  つくば学園RAC  8月第１例会 ホテルグランド東雲 19：30 
8月  8日(木) 移動例会 井田年度 納涼会 デサ・ジルポトレつくば 19：00 
8月15日(木) 休会  「定款細則第６条第１節」により 
8月22日(木) 例会 クラブ総会・2012-2013年度 決算・監査報告 
         ・2013-2014年度 予算案について 
 新入会員卓話 ※会員誕生祝  12：30 
8月29日(木) 移動例会  新入会員卓話 ホテルグランド東雲 12：30  
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