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第2093回例会 7月14日（木） 
於・例会場 PM 0：30～1：30 

 

○ 点鐘                    会長 

○ ロータリーソング “我等の生業”斉唱 

○ お客様紹介          田山副会場監督 

 ・鹿志村吉信様 第 2 分区ガバナー補佐 那珂湊 RC 

 ・川崎通夫様  

第 2 分区ガバナー補佐セクレタリー 那珂湊 RC 

 ・野田弘行様 水戸西 RC 

○ニコニコＢＯＸ                  中川委員 

・第 2 分区ガバナー補佐鹿志村様及びセクレタリー川崎 

通夫様  今年度一年間よろしくお願い致します。 

○出席報告               山崎委員長 

 7 月 7 日(木)の出席率は 100％ (晴れ) 

 7 月 14 日(木)の出席率は 90％です。(曇り) 

○委員会報告 

 ・飛田前幹事 前年度事業報告はメールで、 

               tobi@uekou.com です。 

○ガバナー補佐就任挨拶           鹿志村様 

大洗ロータリークラブさんへガバナー補佐就任のご挨拶 

2016-17年度のガバナ一補佐を務めさせていただくこ

とになりました那珂湊ロータリー クラブの鹿志村吉信です。 

不慣れなため皆さんに何かとお世話になること多々あるか

と思いますが、よろしくお願いいたします。 

今日は、 大洗ロータリークラブさんへガバナ一補佐就任挨

拶に伺いました。 

私は、  1985年に那珂湊青年会議所卒業して間もなく那

珂湊ロータリークラブに入会しました。入会後私が心がけて

きたことは、多くの人を知り自分を知ってもらうこと、例会

に出席すること、そして、楽しくロータリ一活動に参加する

ことです。気が付いて見ると今年で100パーセント出席30

年になります。 

今までのロータリ一活動で特に記憶に残っていることは、  

1993-94年度に当時の第3分区の皆さんの協力を頂いて那

珂湊クラブの根本正一さんが2820地区のガバナーに選出 

 

された時のことです。 私は、 その年度に那珂湊クラブの

幹事を務めさせて頂きました。 

その時の地区大会は勝田の文化会館でコ・ホストが大洗

RC、勝田RC、東海RCで盛大に開催されました。 それは当

時の第 3分区の皆さんの協力があったから出来たのだと思

います。 その時のことが良い思い出になっています。 

さて、ジョン・ジャームRI会長は2016-17年度のテーマ

を「人類に奉仕

するロータリ

ー」とされ、そ

れを受けて白戸

仲久ガバナーは

「ロータリーに

魅力を・一人一

人が輝きを」と

スローガンを掲

げられました 

また地区目標

を7つ揚げられ

ました。その第

一番目がR I会

長賞へのチャレ

ンジです。その

中で 

①必須活動が

〇ロータリークラブ・セントラルで少なくとも10の目標を

設定する。○7月と1月のR I半期人頭分担金を期限までに(遅

延なく)支払う 

②会員の増強と維持3項目の中から2項目を達成する。 

③財団への寄付  6項目中3項目を達成する。 

④オンラインツールの利用4項目中2項目を達成する。 

⑤人道的奉仕6項目中3項目を達成。 

⑥新世代7項目中3項目を達成。 

⑦公共イメージ3項目中1項目を達成。 

この7つです。大変だと思いますが、 是非挑戦して頂きたい

と思います 

話は変わりますが、「会員満足度調査」を基に集計結果を

クラブで協議して頂くように地区ロータリ一情報委員会の

大久保委員長さんより、 次のような要請がありました 

ガバナー公式訪問事前訪問時のお願い 
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今年度白戸ガバナーは公式訪問時に 

①昨年度末に行ったクラブ会員満足度調査の集計用紙を

基に、各クラブで全員参加にて分析や話し合いをおこない、

調査で浮かんできたクラブの課題とその対策についてご報

告戴きたい。 

②事前に話し合いをしてほしい。 

③もう既に3年程度のクラブ中期計画を作成している所は、 

それを公式訪問時にお示し下さい。 

④未だ中期計画を作成していないクラブは、「戦略計画立

案ガイド」を添付しましたのでこれを活用しクラブ協識会等

で話し合いをすすめ、12月末までに草案をお作り戴:きます

ようお願いします。との要請が来ています。 

次に今年度のI Mについてですが、今年度のI Mは、2017

年2月12日(日)会場クリスタルパレスで開催の予定です。 

この日を開けておいて頂きたいと思います 

今年度一年間ガバナ一補佐として分区内の皆さんと一緒

にロータリ一活動を行って行きたいと思います。 皆さんの

ご指導ご協力の程よろしくお願いいたします。 

 

○幹事報告                 土子幹事 

 幹事メモ報告あり 

○会長の時間                田口会長 

○クラブ協議会 「各委員会活動計画 1」 

★会員増強委員会 大山委員長 

純増３％を目標に会員増強 

を会員組織強化委員会と情報 

委員会の皆さんと共に一年間、

人材の発掘に努めたいと思いま

す。私は、大洗ロータリークラ

ブのテリトリーの人口から考え

れば会員数は、３０～３５名が

適正な規模と思います。 

 

★情報委員会 山田(仁)委員長 

 情報委員会を担当するにあた

り、1943 年物理学者のシャ 

ノンが発表した概念を思いだし

ました。情報とエロトロピー 

はエネルギーを決定する。的確

な情報が多ければ、エロトロ 

ピー（活動量）は少なくて済む。

会員の皆さんがロータリー 

クラブ活動をするにあたり、的

確な情報を必要とする時、一 

緒に情報を得るよう努力します。IT の普及した今、会員の皆 

さんはジャンクな情報にうんざりされてると思います。定期 

的に情報をお話しすることは以上の理由でいたしません。土 

山会員が今年度の始めより仲間に入られました。早速 7 月 

15 日にオリエンテーションを行います。情報のサーフィン 

でなく、必要な情報を、またボトムアップな地域性のある情 

報も集め、会員の皆様のお役にたちたいという活動方針です。 

★クラブ管理運営委員会 坂本委員長 

   

★出席委員会   山崎委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★広報委員会  山田(純)委員長 

 本年度は、山田(純)、飛田、

海野の 3名で創って参ります。

例会の発表、卓話を担当され

る方々へは、原稿の提出をお

願い致します。また引き続き

会報のメール配信を進めて

参ります。本年度もより良い

会報作りに努めて参ります。 

★プログラム委員会 

    大内委員長 

 次の項目に配慮して年間

プログラムを計画します。 

1 理事会の意向を受けた

プログラムの編成を行

います。 

2 ロータリーの特別月間に因んだ卓話を各委員会または

外部講師に依頼します。 

3 会員の業務に関する卓話を重点に実施します。 

★親睦活動委員会   吉川委員長 

クラブの重要ポイントである当委員会は、いかに有効と親

睦を深め、クラブ運営に協力 推進を計るか全員で取り組み

たい。 

 ・8月 25日 納涼家族親睦会 

 ・10月 20日 ガバナー公式訪問時

の懇親会 

 ・12月 21日 年忘れ家族親睦会 

その他 「I M」「年次大会」「世界大

会」の参加をすすめる。 

★雑誌･クラブ史料委員会 

       海老沢委員長 

「ロータリーの友」は全会員が義務購読となっていますが、

「購」の方は確かですが、「読」

の方はどうでしょうか、そこで

雑誌委員会としてはただ読むこ

とを勧めるだけでなく、関心を

引き出すことができるような説

明の仕方を工夫してみたい。な

おロータリーの友に寄稿するこ

とは大歓迎いたします。クラブ

史料は大事な宝です。45周年に

向かってできるだけ整理整頓を

心がけたい。 

 

★関根会場監督 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次 回 例 会 

第 2095 回例会 

7 月 28 日（木） 

於：例会場 

 PM ０:３０ ～ 

「予算及び決算報告」 

欠席の連絡は関根会場監督まで

TEL029-267-4789  FAX266-0803 

E-mail kamaya.s@view.ocn.ne.jp 

 
四つのテスト 1.真実かどうか 2.みんなに公平か 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

会報委員会    山田  純永  飛田 幸男  海野  宗久 

 


