
　 【真岡市　高田山専修寺】
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会長　田村浩次　　幹事　久保康夫　　会報委員（市村忠男・栁田尚宏・坂本光・太田浩彰・渡邉佳寛）

国際ロータリークラブ会長テーマ 「世界へのプレゼントになろう」

真岡ロータリークラブ会長テーマ 「入りて学び 出でて奉仕せよ」

２０１５．８．６ ＮＯ．２７６２

国際ロータリー第２５５０地区

真岡ロータリークラブ 会長 田村 浩次

■司会

■点鐘

■国歌

■ロータリーソング

■ビジター

ＳＡＡ 中川 宏行君

会長 田村 浩次君

奉仕の理想

2550地区ｶﾞﾊﾞﾅｰ 中谷研一様
ガバナー随行員 平塚賢二様

地区ﾛｰﾀｰｱｸﾄ委員会栗原敏之様

第4Gｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 平野良和様

同事務局長 仲野光男様

同事務局員 塚本和也様

会長挨拶 会長 田村 浩次君

皆さんこんにちは。今日

は第2550地区中谷ｶﾞﾊﾞﾅｰ
を迎えての公式訪問例会

となります。

先ほどまで中谷ｶﾞﾊﾞﾅｰ、

平野ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐と会長・幹

事懇談会を行ってきました。

１時間半の時間をいただき、

当クラブのいろいろな課題

等お聞きし、ご指導をいただきました。和やかな雰囲気の中

で有意義な懇談会ができたものと思います。

ガバナーは国際協議会に参加されラビンドランＲＩ会長の

テーマ「世界へのプレゼントになろう」の講演を聞き大変感

動されたそうです。私が参加したＰＥＴＳ研修の際にもその

感動が私に乗り移り、ガバナーの今年度にかける熱い思い

そして行動力を肌で感じ、私も同じ気持ちを持って今年度事

業に取り組む覚悟です。

ガバナーのメッセージ「慈愛の花で地域を満たしましょう」

は、すでにガバナーのフィリピンにおける医療ボランティア

活動が高く評価され表彰されたことによって皆さんご存知と

思います。そのような国際奉仕貢献の経験と、長きにわたる

地区内ロータリー活動で育まれたロータリアンとしての精神

を表すガバナーメッセージと受け止めています。

今年度真岡ロータリークラブ方針は「入りて学び出でて奉

仕せよ」のテーマです。ラビンドラン会長の方針、ガバナー

の実践活動を通して、良きプレゼンターになるためには何が

必要とされているのかを考え、ロータリアンとしての自分磨

き、そしてその精神に裏付けられた奉仕活動の実践をする

ことが大切と考えこのテーマとしました。

今日は中谷ガバナーの熱い心と行動力に富んだ卓話を聞

くことが出来ると思います。
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第２５５０地区ガバナー 中谷 研一 様

国際協議会でラビンドンさんは“Ｂｅ ａ ｇｉｆｔ ｔｏ ｔｈｅ ｗｏｒｌｄ”を提唱されました。「Ｇｉｆｔ」を日本語訳で「プレゼント」としま

した。「Ｇｉｆｔ」はキリスト教の中では“自分の心のこもったものを相手に伝えること”です。日本語では「プレゼント」となりまし

た。「Ｇｉｆｔ」を「プレゼント」と訳してラビンドラン会長の言っていることが通じるのだろうか、と心配しました。我々が今まで受

けてきた多くの愛情を世界中の恵まれない人々のために、ロータリーを通じて我々自らプレゼンターとなって我々がいた

だいた大きな恩恵を恵まれない人たちにロータリーを通して活動していきましょうということがＲＩ会長が我々に与えたメッ

セージと思います。「Ｇｉｆｔ」は自分たちが汗水流して一緒になって自分の心を相手に伝えること、大切なことは我々が何を

したかではなくて、どれだけ多くのことを多くの人に与えられたか、それが我々の評価なんだということをＲＩ会長は我々に

説いています。

人道的プロジェクトの推進、クラブ支援の強化、青少年支援強化、ロータリーブランドの確立、会員増強推進を主に目的

としました。

話は変わりますが、ＲＩ会長は「知識の玉手箱を差し上げます。ぜひこの蓋を一人一人の会員が開けてこの中に入って

いる知識を十分に活用してください」という話をします。この「箱」はインターネットです。まず、マイロータリーに登録し、ＲＩ

のホームページにアクセスしてください。会員が必要としている知識はすべて載っています。アクセスして必要なものを好

きなだけ持って行ってください、ということがＲＩ会長の我々に対するメッセージであります。我々がロータリーという組織の

会員で活動していくとするならば、ＲＩの方向性がこういう方向だということを理解しておかなくてはなりません。インターネッ

トを使った情報伝達等ＲＩはこれから推進していく方向に大きくシフトしていることをご理解ください。

ロータリーの本質は、我々の社会に役立とうとする情熱をもった世界的なネットワーク。地域に対して根付く活動する以

外に、国際的活動をしていくことが我々には求められている。そういう意味で人道的奉仕活動の強化、グローバルネット

ワークを使った人道的奉仕活動を積極的に増やしてくれと強く要望しています。

ロータリーの使命、最終的な使命は、国際理解、国際平和、親善を世界中のロータリアンが推進すること。ロータリアン

として活動していくベースの考え方です。そして、中核的価値観と戦略計画と共に徹底させてくれということがＲＩ会長の強

い要望でした。

中核的価値観の中の親睦、高潔性、多様性、奉仕、リーダーシップと重点三項目であるクラブのサポートと強化、人道

的奉仕の重点化と奉仕、公共イメージと認知度の向上を我々はどのように理解してきたでしょうか。この話がまさか国際

協議会で出るとは３４地区のガバナーエレクトは誰一人思っていませんでした。何の話、戦略計画の話、いったいいつの

話というのがその当時のガバナーエレクトの認識でした。

中核的価値観を考えるとき、ロータリーの中で特徴的なものは、多様性、高潔性、親睦ということでした。まず多様性は、

一人ひとり互いに違う。違いを我々は認識して一つの活動、一つの方向性をもって活動していくんだということがもともとの

多様性であって、互いに理解しあうことが目的だった。しかし、世界各地で会員が減少した。何故？。２０１０年ＲＩは世界中

の１４，０００人を対象にアンケート調査を実施しました。

その結果、第１は、不連続の連続はあり得ないんだ。そういうことだから、会員がソッポを向いてしまうんだ、という圧倒

的な意見でした。そして、その結果出てきたのが戦略計画でした。高潔性、親睦も我々がおざなりにしてはいけなかった

今年度のＲＩ会長ラビンドランさんはスリランカの生まれ。敬虔なヒ

ンズー教徒でして、我々に「世界へのプレゼントになろう “Ｂｅ ａ

ｇｉｆｔ ｔｏ ｔｈｅ ｗｏｒｌｄ”」というＲＩテーマを提唱されました。我々は、

生まれてこのかた多くの愛情に育まれて成長してきました。我々が

いただいた多くのものを、世界中のそして地域の恵まれない人々に、

是非、プレゼンターとして一年間ロータリーを通して奉仕をしていた

だきたいという熱いメッセージがこもったＲＩテーマです。

地区ガバナーになる前にガバナートレーニングセミナーがあり、ＲＩ

が招集する国際協議会に出席して研修を２回受けます。研修のとき、

講義は一切ありません。一つのテーブルでディスカッションをして、

いろいろな人の意見を聞いて自分の考えを訂正するなり、新しい考

えをつけ加えて自分のものとするトレーニングが我々に課せられま

した。

第２５５０地区ガバナー補佐 平野 良和 様

中谷ガバナーは昭和２６年１月１日の生まれ。１９８６年（昭和６１年）足利東ロータ

リークラブに入会。中谷医院の院長。

フィリピンにおける長年の無償の医療奉仕活動に対し、２００２ ０３年のＲＩ会長より

超我の奉仕賞を授与されました。行動力もあり、当地区に新風を運んでくれるものと

期待しています。

ガバナーメッセージの「慈愛の花で地域を満たしましょう」に込められた思いをしっか

り受け止めていかなければならないと思います。以上、ガバナー紹介といたします。
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ものでした。ロータリーを存続するためには「親睦」が必要だ。親睦は、一つのクラブ・一人の会員が一つの目標に向かっ

て汗水流して一つの方向性を出し、そこで初めて目標を達したことを互いが認識することです。単なる親睦活動も大切で

すが、本来の「親睦」を考えておかないとロータリーは崩壊していくでしょう。

「戦略計画」を話し合いましたが３４人のガバナーエレクトで誰一人明確に言えませんでした。戦略計画を長期計画と置

き換えてみました。会員一人一人が今後進むべき道を示していると理解して行動していかなければいけないということで

す。地区に長期計画委員会の設置をお願いしました。公式訪問の際、各クラブにも長期計画委員会の設置をお願いして

います。各クラブの３年、５年先に進むべき方向性を議論してください。長期計画を立ててください。立てたプログラムをク

ラブフォーラム等で話し合い、進むべき方向性を定めていただきたい、と全クラブに話しています。現在長期計画委員会

があるのは１クラブのみです。長期計画委員会が戦略計画の一番重要な意味をもっていることを理解してください。

第２は、ロータリーは地域社会に対して自己主張すべきである、という意見が圧倒的でした。ロータリーブランドをもう一

度考えてみなければいけない、ということになりました。１１月１日地区セミナーを開催します。地域、国際社会に対して自

己主張しているんだという新たなＲＩの方向性の一つであります。

もっと厳しいのが会員の増強計画。クラブの強化、ＲＩの会長賞を狙えるクラブを増やすということ。会員の５０％がＭｙ

Ｒｏｔａｒｙ に登録すること。４０歳未満の会員を２％、女性会員を２％増やすこと。これらの目標が立てられました。

日本の会員は約９万人。会員を増やさないと理事の人数が減らされる。ＲＩ理事会に理事が出られない年が出来てしま

う。理事を出せなければ意見を言うこともできなくなってしまいます。会員を増強しなければクラブを活性化できません。ＲＩ

の長期計画が目指すのは活発なクラブ、そしてより大きな注目を浴び、影響を与えることです。これがＲＩが目指す本質で

あります。

人道的奉仕はポリオです。１９７５年にフィリピンで６００万人にワクチンを接種し、２０１５年には残り１％にまでなってき

ました。ポリオは１５ドル（２，０００円）で１００人分のワクチンが買える。これを理解してください。ナイジェリアでは昨年７月

２５日から発症がありません。ＷＨＯのポリオの経過措置国に認定されて２年間発症しなければポリオフリー地区に認定

されます。アフガニスタンは昨年１２月からポリオの発症がありません。パキスタンは現在２桁の発症に減ってきました。

ＲＩは発症ゼロにしようとしています。

最後にお伝えしたいのは、国際会議についてです。日韓親善会議の参加者が少ない。登録締め切りを延長して参加要

請をしてほしいと再三届いております。

最後になりますが、ロータリアン一人一人が輝かずして地区が存在するのでしょうか？どうして皆さんが輝かずしてＲＩが

存在するのでしょう。皆さんが方向性を持って一つとなって地域社会、国際社会の中で活動する事がロータリーを変えて

いく一番大きなエネルギーです。ぜひ、その点をご理解いただき皆さんが一年間充実した活動ができますようサポートさ

せていただきます。

一年間皆さんと共に汗を流して来年６月３０日には今年一年間きつかったけど楽しかったと言える一年間になりますよう、

皆さんと共に活動していきたいと考えております。

クラブ協議会

五大委員長から今年度の事業について現況報告書に沿って発表されました。

質疑（岡本俊夫）

ポリオ撲滅はロータリーの永遠の目標、活動となるのでしょう。が、ポリオのために各クラブに諸々の寄付の依頼があ

ると思うのですが、寄付の上限と同様、下限をどう考えているのですか。

応答（ガバナー）

当地区ではロータリーデーを制定していませんが、大田原中央ＲＣが夏祭りに出店してポリオの啓発活動をして募金

を受け、その中から１，０００ドルを寄付されている話を聞いております。１５ドルで１００人分のポリオワクチンを購入で

きる、ポリオの撲滅 のため１０ドルでも１００ドルでも人道的に寄付するのであれば、皆さんの行為を素晴らしいものと

評価させていただきます。

ガバナー総評

クラブ奉仕

一番大切なことは、クラブ例会で異業種の人の話を聞いて研鑽を積むことであると再認識していただき、プログラム

委員会のプログラムで更に魅力のある例会にしていただきたいと考えております。

会報

会報を見ました。会報の画像がきれいです。本日までの訪問クラブの中で、黒磯ＲＣの画像もすごくきれいでまとまっ

た会報を作っています。今日までの中では真岡か黒磯かというくらい素晴らしい出来でございます。さらに努力され、

さらに素晴らしい会報を作っていただき会員に発信していただきたいと感じました。

職業奉仕

１０月１７日（土）午後から地区の職業奉仕セミナーを開催します。興味のある方は参加してください。

社会奉仕活動

ロータリーデーを制定後は、ロータリー活動を地域でお知らせし、さらにポリオの啓発をしていただきたいと考えて

います。
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青少年活動

インターアクト、ローターアクト、ライラがあります。ＲＩ会長は地域そしてロータリーの将来のリーダー育成をするよう

要請しています。一年交換留学生の候補者がいれば、地区に推薦していただきたいと考えています。

米山奨学生

一つの国に奨学生が偏ることでいいのかという問題がありました。本部に問い合わせたところ、米山奨学基金は法人

化され、本部で新基準を設けて各地区に指示することは法律的に不可能。その代わり各地区の委員会が選考基準を

決めることができます。地区委員会で相談して下さいということでした。当地区では一国５０％を超えないという基準で

選考しているようです。 （文責、会報委員長 市村忠男）

青木圭太会員

皆様こんばんは。中谷ガバナーからバッジの授与をし

ていただき、ようやく仲間入り出来た気持ちです。３５歳

と最年少と聞いています。まだまだ、皆様に教わること

しかありませんのでご指導よろしくお願いします。

馬場照夫会員

本日はありがとうございました。ロータリアンの一人と

して精一杯活動していきたいと思います。本日は、中

谷ガバナーからバッジをいただきありがとうございまし

た。

宗像拓会員

宇都宮証券の宗像です。本日は中谷ガバナーから

直々にバッジをいただき名誉なこと大変うれしく思い

ます。まだまだ未熟者ですので、皆様からご教授たま

わりながら、頑張っていきますのでよろしくお願いしま

新入会員ロータリーバッジ授与

左から、田村会長、中谷ｶﾞﾊﾞﾅｰ、青木圭太会員、

馬場照夫、宗像拓、角張真之の各会員、平野ＡＧ

す。

角張真之会員

常陽銀行の各張です。本日から真岡ロータリークラブ

のメンバーとして頑張らせていただきます。中谷ガバ

ナーから直接バッジをいただき大変な名誉と思います。

よろしくお願いします。

乾杯の音頭 岡本俊夫ＰＰ

今日、ガバナーから胸に光り輝くバッジをいただいた４名

の皆様頑張っていただきたいと思います。ガバナー、１年

間２５５０地区がガバナーの意図することが１００％発揮で

きますように支えていただきたいと思います。

ガバナーのご隆昌と２５５０地区の益々の発展、本日４名

の方々への大きな期待を込めて乾杯。

コーヒーで乾杯。準備不足御免なさい。
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幹事報告 久保 康夫 幹事

・８月特別月間の名称変更

会員増強・新クラブ結成推進月間

・地区大会記念ゴルフ大会

１１月１３日（金）東松苑ＧＣ 締切９月１０日（８月末）

登録料6,000円 プレー費12,000円（キャディ付）
・長寿会員表彰

岡部会員、杉村会員

・しもつけＲＣ例会変更のお知らせ

８/１２ １８時２０分から ガバナー公式訪問の為
８/１９ １８時から 宇都宮グランドホテル

・前年度会長、幹事、ガバナー補佐 慰労会

８/１８ １８時３０分 場所 裕 会費7,000円
・Ｍｙ Ｒｏｔａｒｙ登録 46％
石塚広報委員長ご苦労様

・８/８ Ｒ財団地区補助金説明会 小倉委員長出席

・８月のロータリーレート ￥124/$
・「ロータリーの友」表紙写真再募集

１２月～３月、５月号の再募集

・箱根、小田原への支援・応援のお願い

９月理事会に諮ります

・事務局の夏休み

８/１１から８/１８ 連絡は久保幹事まで
・秋の交通安全総ぐるみ運動会議案内が来ています。

委員会報告 親睦活動委員会委員長 豊田 光弘君

納涼家族例会 ８月２０日（木）１８時３０分開始。

場所 フォーシーズン靜風。申込期限が８月１０日。

多くの方の申し込みをお待ちしています。

本日のスマイルボックス 柳澤 正弘 君

大越 正和 君

国際ＲＣ第２５５０地区ガバナー 中谷 研一様

随行員 平塚 健二様

本日は宜しくお願いします。

足利東ＲＣ 地区ローターアクト委員会 栗原敏之様

本日はおじゃまさせていただきます。

２５５０地区ガバナー補佐 平野 良和様

事務局長 仲野 光男様

事務局員 塚本 和也様

中谷ガバナー公式訪問に出席させていただきまし

た。よろしくお願いします。

田村浩次会長

中谷ガバナー本日は公式訪問ありがとうございます。

ご指導よろしくお願い致します。

久保康夫幹事

中谷ガバナーの訪問を歓迎いたします。

宇賀神裕一エレクト

中谷ガバナー様、公式訪問本日は宜しくお願い致し

ます。随行の栗原様、平塚様そして平野ガバナー

補佐様、事務局仲野様、塚本様ご苦労様です。

杉村久夫会員

中谷ガバナー様、ご指導の程よろしくお願いします。

先週誕生祝をいただきありがとうございます。

岡部貞一郎会員

中谷ガバナーの公式訪問を歓迎して。

篠原泉会員

中谷ガバナー様公式訪問ありがとうございます。

ご指導の程宜しくお願い致します。又、平野ガバ

ナー補佐続けてのご来訪ありがとうございます。

篠原宣之会員

中谷ガバナーの訪問を歓迎します。

宇南山照信会員

中谷ガバナー、平野ガバナー補佐ご一行の皆さん

ご苦労様です。宜しくご指導お願い致します。

金子剛士会員

中谷ガバナー、遠路足利よりようこそお越し頂きま

した。心より歓迎申し上げます。

岡本俊夫会員

中谷ガバナー遠路御苦労様です。前年の第４グ

ループＡＧとして御指導を頂き改めて感謝申し上

げます。平野ＡＧ是非ガバナーを目標として下さ

い。同行の皆様ご苦労様です。

辻達男会員

第２５５０地区ガバナー中谷様、猛暑の中、連日、

昼夜兼行の公式訪問ご苦労様です。ご指導の程
5



宜しくお願い致します。

石田順一会員

中谷ガバナーの来訪を歓迎申し上げます。

広瀬紀夫会員

２５５０地区ガバナー中谷様、本日は御指導よろしくお願

いします。ガバナー補佐平野様ありがとうございます。

新入会員馬場さん、青木さん、宗像さん、角張さんおめ

でとう。今後ともよろしく。

柳浩雄会員

中谷ガバナー、本日は公式訪問大変お疲れ様でござい

ます。御指導宜しくお願い致します。

小倉俊昭会員

中谷研一ガバナー様ようこそ真岡ＲＣへ、歓迎いたしま

す。

野沢巧会員

先日、「高田まち」には、多くの仲間の来訪を頂きありが

とうございました。

本日は、第２５５０地区中谷ガバナーをはじめ多くの皆様

のご来訪を歓迎申し上げます。心より拝聴致します。

市村忠男会員

中谷ガバナー公式訪問に感謝して。

私事ではございますが、事務所開業３３年目を長男との

合同事務所の形態で再スタートすることになりました。

今後共よろしくお願いします。

金子正男会員

中谷ガバナー真岡クラブにようこそお出でいただきあり

がとうございます。平野ガバナー補佐、早くガバナー目

ざして下さい。ガバナー同行の皆さん、補佐事務局長

仲野様、事務局塚本様御苦労様です。１年間頑張って

下さい。

石塚龍夫会員

マイロータリー登録キャンペーンにご協力戴きありがと

うございます。おかげさまでガバナーからの宿題クリア

です。ロータリーの友情に感謝申し上げます。

大堀文雄会員

中谷ガバナーようこそ。平野ガバナー補佐ようこそ。

小林勇一郎会員

中谷ガバナー、公式訪問ありがとうございます。

ご指導の程よろしくお願い致します。

豊田光弘会員

中谷研一ガバナー公式訪問歓迎申し上げます。本日は

ご指導よろしくお願いいたします。

川堀哲男会員

中谷ガバナー御訪問ありがとうございます。

よろしくお願いいたします。

坂本光会員

中谷ガバナーようこそ真岡へ。

本日は宜しくお願い致します。

渡邉佳寛会員

中谷ガバナー、平野ガバナー補佐、ようこそいらっ

しゃいました。真岡ＲＣのご指導、ご鞭撻の程お願

いいたします。

青木圭太会員

本日バッジを頂きました。ロータリアンとしての一歩

を踏み出せるという期待に胸が躍っております。

よろしくお願いいたします。

馬場照夫会員

中谷ガバナー公式訪問ありがとうございました。中

谷ガバナーよりバッジを授与されたことは名誉であ

り感謝感激です。ロータリアンの一人として実践して

まいります。よろしくご指導お願いいたします。

角張真之会員

本日からお世話になります。どうぞよろしくお願いし

ます。初日がガバナー公式訪問で緊張しています。

宗像拓会員

新入会員としてバッジを頂戴しました。皆さんに色々

教えていただきながら活動していきます。

バナー交換

正副ＳＡＡ

御苦労様。
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ガバナー、会長・幹事懇談会

懇談会は、ガバナー、同補佐、当クラブ会長・幹事、

会長エレクﾄ、副幹事も同席して開催されました。

ガバナーの話、ガバナーから当クラブに対する質問、

当クラブ会長幹事からガバナーに対する質疑応答が

行なわれました。

ガバナーとガバナー補佐、田村会長の率直な話し合い

をとおして互いを知るいい機会になったものと思います。

和気あいあいの中で行われましたが、厳しい意見も

頂きました。

（報告 会報委員長 市村忠男）

前会長・幹事、ガバナー補佐 慰労会

８月１８日、日本料理「裕」において、３０余名の参加

があり開催されました。

大変盛大に、賑やかな宴会になりました。

前会長・幹事、ガバナー補佐の皆さん、ご苦労様でした。

皆さんが不安に思ったとおり、写真撮影に

失敗しました。この写真でご容赦下さい。

皆さん、いい雰囲気でしたよ。

見たとおり、大変賑やかな宴会場景です。

会場一杯の参加者があったからでしょうか。
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８月 ９月
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火

前回までのスマイル繰越金 315,130

前回までの米山繰越金 4,130

0

423,130

累計 0

ビジター
合計
累計

21,000

累計
前回までのその他繰越金

米　山

その他

51 8 42 1

例
会

２
７
日
に
振
替

月
見
例
会

（
夜
間

）

11月出席率12月出席率 1月出席率 2月出席率 3月出席率

■出席報告

例
会

（
外
部
卓
話

）

98.04%
4月出席率 5月出席率

在籍５２名
例会日

補正後　７月２３日
8月6日

出席免除３名（資格者２名　＋　有理由者１名）
出席義務

6月出席率 7月出席率 8月出席率

84.74%
9月出席率 10月出席率

会員 87,000

納
涼
家
族
例
会

（
夜
間

）

真
岡
市
観
光
協
会
長
卓
話

4,130

108,000

月
初
会

（
９
月

）

■月間予定

合計金額 427,260

事前ＭＵ 事後ＭＵ 出席 欠席 出席率 本年度累計出席率
50 49 1 98.00%

８月２０日

納涼家族例会

本日のプログラム 次回のプログラム

８月２７日

外部卓話

真岡市観光協会長

篠原 泉 様

出席報告する石井誠出席委員長代行
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