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2019－20 年度 No.06 

 
8 月第 2 回例会プログラム 
R1.8.20（火）8:30～ 

於：青柳公園水戸市民体育館 

１． 開会点鐘 

２． ビジター・ゲスト紹介 

３． 会長の時間 

４． 委員会報告 

５． 幹事報告 

６． 閉会点鐘 

 

卓話「中村澄夫ガバナー公式訪問に向けて」 

ＲＩ第 2820 地区第３分区ガバナー補佐 石田哲郎氏(水戸西ＲＣ) 

自己紹介 

２０１９～２０年度、ＲＩ第２８２０地区中村

澄夫ガバナーの下で第３分区ガバナー補佐を務

めさせていただく水戸西ロータリークラブの石

田哲郎です。昨年度は髙橋賢吾ガバナーが大変

お世話になりました。私がガバナー補佐を引き

受けた経緯は、髙橋ガバナー年度が始まるにあ

たり、水戸西ＲＣではこれまでの会長経験者が

それぞれのガバナー主催行事などの実行委員長

を務めることになりました。地区幹事と地区会計長が私のもとに来た時には「ロータリーの

友委員とガバナー補佐しか残っていない」とのことで「ガバナー補佐になれば髙橋年度は何

もしなくていいよ」との甘い言葉にのせられて引き受けてしまいました。ところが現実は大

違い。リーダーの保延 PG が「ガバナー補佐の勉強会を開く」と張り切って、昨年１２月か

ら招集をかけられ、他に数々の行事に駆り出され、多忙を極めています。 

私は１９４９年生まれの７０歳、１９８７年に入会、２００３～０４年度に幹事(さくらク

ラブでは池田・車年度)、２０１０～１１年度に会長を(柳下・大木年度)経験しました。職業

分類は外科医で石田外科医院院長ですが、視力・体力・気力・手先が衰えた現在では内科的

なことをやっています。他に(株)フットボールクラブ水戸ホーリーホックの社外取締役もや

っています。 

今年度私の役割は、中村澄夫ガバナーと水戸・笠間・水戸西・水戸南・友部・水戸東・水戸

さくら・水戸好文の地区内８クラブの橋渡しとインターシティ・ミーティング(ＩＭ）を開

催することです。 

 

今後の予定 

8 月 26 日（月） RI 第 2820 地区 中村澄夫ガバナー公式訪問 

9 月 2 日（月） 卓話 地区クラブ奉仕委員会  

石井 浩一様（水戸南ＲＣ） 

9 月 9 日（月） クラブフォーラム 

9 月 16 日（月・祝） 休会（敬老の日） 

9 月 23 日（月・祝） 休会（秋分の日） 

9 月 30 日（月） 夜の例会
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ガバナー補佐としての方針と予定 

①各クラブへの例会訪問は原則として、年度当初の挨拶、ガバナー公式事前訪問 、ガバナ

ー公式訪問、年度末の挨拶、の４回を予定しています。ガバナー公式訪問当日はセクレタリ

ーが同伴しますが、他の日は私単身で伺います。 

②第３分区ゴルフコンペは１０月２４日(木)に静ヒルズカントリークラブで行う予定です。 

③インターシティ・ミーティングは２月９日(日)１３:３０から水戸プラザホテルで行いま

す。「近隣の複数クラブが、ロータリー情報、テーマの研究・討議、親睦と相互理解の増進

する」というＩＭ本来の目的の則し、テーマに対する各クラブの対応を発表していただくシ

ンポジューム形式で行い、 後は講師にまとめてもらう予定です。テーマは「スポーツがも

たらす地域への貢献」、講師は筑波大学名誉教授、水戸ホーリーホック顧問、つくば市スポ

ーツ担当理事の萩原武久先生を予定しています。 

④地区内８クラブによる合同会長幹事会には出席しますが、水戸市内ＲＣの会長幹事会に

は出席しません。 

⑤昨年度から始まりましたロータリーデーは「ロータリークラブの活動を地域の人々に啓

蒙する」という目的のため、多数回の開催が望ましいという観点から、各クラブが夫々工夫

を凝らして行っていただきたいと考えます。 

 

ガバナー公式訪問に向けて 

７月１日から新年度になり各クラブを訪問させていただきました。７月１日現在でＲＩ第

２８２０地区には１９６１名、第３分区には４２０名のロータリアンが在籍しています。分

区内には大小様々なクラブがありますが、それぞれのクラブでの例会の進め方にも特徴が

あり、中には９６歳で矍鑠と出席されている友部ＲＣの村上包一会員には感銘を受けまし

た。 

さて、本題に入ります。ロータリーの友やガバナー月信にも載っていますが、ＲＩのマーク・

ダニエル・マローニー会長は「ロータリーは世界をつなぐ」というスローガンを発表されま

した。これは「世界や地域社会で人々が手を取り合って行動することにより、自分自身やロ

ータリーの成長につながる」ということだと私は解釈します。 

中村澄夫ガバナーは温厚でやさしい人柄ですが内面には強固な信念を持っておられるよう

に見受けられます。中村ガバナーは「人、学びて更なる奉仕」という地区スローガンを提唱

されました。これは人の後ろの点がミソ(重要)で、ロータリアンは人と、人に、人を、人か

ら、人より・・・などを当てはめると、実に多くの人たちと接して、聞き、学び、深い知識

や認識を基として質を高め、真の奉仕を続けようという呼びかけだそうです。 
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地区の方針としては 

１．クラブのサポートと強化 

  ①会員増強 

   ・各クラブとも２名以上の純増を目指す。 

   ・女性会員、４０歳未満の会員の積極的増強。 

   ・ロータリーに入会するローターアクターを増やす、新クラブを結成する。 

  ②ロータリー賞を受賞するクラブを増やす。 

  ③戦略計画によるクラブの強化、活性化をサポートする。 

  ④MyRotary、クラブセントラルなどネットの有効活用。 

２．人道的奉仕の重点化と増加 

  ①インターアクター、ローターアクターがロータリークラブや地域社会と一緒に奉仕

プロジェクトに参加する。 

  ②ポリオプラス年次基金を増やす。 

  ③地区補助金、グローバル補助金を利用した地元や海外での効率的な活動を推進する。 

３．公共イメージと認知度の向上 

  ①地域社会に発信する「ロータリーデー」を各クラブで開催し、ロータリーイメージの

向上を図る。 

  ②地区ホームページ、クラブホームページの活用。 

  ③「ポリオ撲滅」や「世界を変える行動人」キャンペーンを推進する。 

４．青少年への支援と学友連携の強化 

５．ロータリー財団と米山奨学会への支援 

  ・ロータリー財団 １人１５０ドル以上(年次寄付１３０ドル、ポリオ２０ドル)  

ベネファクター各クラブ１名以上。 

  ・米山奨学会 １人 25,000 円以上(普通寄付 5,000 円、特別寄付 20,000 円) 

 

後に、皆様が気にされているのは中村澄夫ガバナーが「会長幹事会」や「クラブ協議会」

でどのような話や質問をされるということだと思います。 

一昨年・昨年の保延・髙橋パストガバナーは熱心さのあまり、クラブ協議会での各委員会に

対する指導が予定時間までに終わらずかなり押してしまいました。７月２４日の水戸西 RC

公式訪問の際、中村ガバナーは「人、学びて更なる奉仕」のスローガン通り、クラブの皆と、

皆に、皆から、様々な事柄を学ぶという方針のもとに、協調した納得のいく指導を的確にさ

れておられ、時間も少し早目に終了しました。 

８月２６日のガバナー公式訪問でも中村ガバナーの温かい人柄に接することができると思

います。その際は私共々よろしくお願い申し上げます。 
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8 月 5 日例会 

 

 

■水戸さくら奨学生へ奨学金の授与 

 

 

 

 

 

 

米山合同セミナー参加報告 

米山記念奨学会委員長 高槻 一雄 

開催日 令和元年 8 月 4 日（日）10：00～ 

開催場所 つくば山水亭 

出席者 米山委員長・米山奨学生・カウンセラー・他役員 

 

上記の皆様に参加を頂き米山奨学会の合同セミナーが開かれました。 

内容は、2020 年度奨学生募集について、方法と面接について話し合いをしました。 

又 1、0 月の米山月間とクラブ行事・分区行事への参加及び奨学生育成方法を話し合い

ました。それから 1.5 年奨学生の卓話を頂きました。又、カウンセラーからも卓話を頂

き、それから米山親善大使からも卓話を頂きました。 

普段聞けない話を頂きまして、本当に参考になりました。 

暑い一日でしたが、有意義な一日でした。 

 

幹事報告 

◎理事会報告 

 ・８月５日、第４回理事会が開催されました。 

ガバナー公式訪問の確認、卓球大会の確認 

決算報告、予算報告等 

参加理事 

和田会長 阿部会長エレクト 島村会計 大澤 SAA 荒川理事 川上理事 井坂 

◎ガバナー公式訪問については、前年度を参考に開催します。 

 ・会長、会長エレクト、副幹事、幹事は 10 時 15 分、クラブ管理運営委員会は、11 時 45

分、そのほかの会員は１２時１０分までにいらしてください。 

  もしも当日、欠席、遅刻、早退される会員は事前に井坂までご連絡ください。クラブ協

議会では委員会内容を委員長に説明して頂くこととなります。その時間帯にいらっし
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ゃらない委員長は必ず、副委員長、委員に内容説明を依頼してください。 

 ・来週は祝日で休会です。また翌週の１９日は、２０日の移動例会へ振替です。お間違え

の無いようにお願いいたします。 

 

ニコニコ BOX 報告 

氏   名 内   容 

第 3 分区ガバナー補佐 

石田 哲郎（水戸西 RC） 

一年間、よろしくお願い致します。 

 

和田 公一郎 ガバナー補佐、よろしくお願い致します。 

島村 宏 石田哲郎第３分区ガバナー補佐、よくいらっしゃいまし

た。 

池田 勇夫 石田哲郎ガバナー補佐１年間よろしくご指導お願い致し

ます。 

全英オープンを遅くまで見て寝不足です。 

それにしても初出場の渋野日向子プロいきなり優勝凄い

ですね。 

久しぶりに感動しました。元気をもらいました。 

須田 祥子 先日、次女の結婚式を北海道でとり行いました。 

欠席が続いて申し訳ありませんが、気持ちはちゃんとあ

りますのでお許し下さい。 

柳下 義男 暑いですね。石田ガバナー補佐、ご訪問を心より歓迎致

します。 

７/２９ ２次会 

参加者一同 

お互いに飲み過ぎないように、気を付けましょう。 

 

集   計 

8 月 5 日 7 件 合計 32,000 円 累計 94,000 円 
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例会出席状況報告 

■8 月第 1 回（8 月 5 日）例会出席報告 

在籍 計算会員数 出席 A 訂正前出席率 メークアップ数 B A+B 訂正出席率％

27 名 26 名 18 名 69.23％ -名 18 名 69.23％ 

■当日欠席者 

大泉 哲、伊藤 典裕、高野 義久、中村 幸生、大木 清実、篠田 實、永井 郁夫、山根 将大 

【休会】根本 佳典 

■ゲスト・ビジター（敬称略） 

石田 哲郎 第 3 分区ガバナー補佐（水戸西ＲＣ） 

市毛 純一 水戸南ＲＣ 

渡辺 翔琉 水戸さくら奨学生 

 

 

1991 年 10 月 28 日創立、1991 年 11 月 13 日認証 

■ 会長 和田 公一郎   幹事 井坂 純      ■ 例会日 毎週月曜日 12 時 30 分 

■ 事務所        （但し毎月末月曜日は 18 時 30 分より） 

〒310-0021 水戸市南町 2丁目 5-5 常陽銀行本店内   会場  水戸市三の丸 1-4-73 
TEL 029(231)2151、 直通 029 (225)4820、FAX (225)4825            水戸京成ホテル 

会報・雑誌委員長 川上 裕一[ TEL 029 (248) 8989 ]     TEL 029(226)3111 ㈹ 

副委員長 高野 義久[ TEL 029 (303) 2322 ] 


