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第2103回例会 10月6日（木） 
於・例会場 PM 0：30～1：30 

 

○ 点鐘                  田口会長 

○ 国歌斉唱 

○ ロータリーソング “奉仕の理想”斉唱 

○ 四つのテスト 斉唱     加部東職業奉仕委員長  

○ お客様紹介          吉川親睦活動委員長 

・第 3 分区ガバナー補佐        鹿志村吉信様                     

・セクレタリー             根本隆様 

○ ニコニコＢＯＸ                   大網委員長 

・ 入会・誕生・結婚・奥様誕生の各お祝い 

○ 出席報告                   山崎委員長 

日 付 出 席 欠 席 メイク 出席率 天 気 

10月6日 25 5 0 83.33％ 晴れ 

 

○ 委員会報告 

・大山社会奉仕委員長     奉仕プロジェクト委員会 

2016～2017 年度         

ロータリー財団地区補助金申請社会奉仕事業 

≪みーんな いい♡2016≫ 

『発達障害児の親子のための子育て支援事業 年５回開催』 

① 10 月 23 日(日)  常陸大宮でのそば打ち体験と御前

山での農業体験 (サツマイモ収穫)       

10：00～15：00 里山のたまり場『御前山』 

② 11 月 20 日(日)  チャイルドアートとソーシャルス

キルトレーニング 

  9：30～12：00 大洗中央公民館美術工芸室 

③ 12 月 18 日(日)  ケーキ作りとクリスマス会 

9：30～12：30 大洗のたまり場『だまっこ』 

④ 1 月 22 日(日)   ブレインジムで脳のトレーニング 

10：00～11：30 大洗町中央公民館視聴覚室 

⑤ 2 月 26 日(日) フォイヤーシュタイン(発達障害児『知

覚変容』のための教育プログラム)体験ワークショップ 

13：30～15：00 大洗町中央公民館視聴覚室 

 

・糸部 RC 財団委員長 

大網義明会員より＄200 の寄付をお預かりしました。

ありがとうございました。 

なお、来月は「ロータリー財団月間」で、11 月 10 日

の例会には百目鬼地区財団委員会・補助金委員長の出前卓

話を予定しております。会員の皆様の一層のご協力をお願

いいたします。    

・湯浅米山委員長       湯浅委員長と海老澤委員長 

大網会員から￥30,000 円、

大内会員から￥20,000 円、川

崎会員から￥20,000 円の寄

付をいただきました。 

・海老澤雑誌・クラブ史料委員長 

  ロータリーの友 10 月号につ

いては、横ページ３の RI 会長メ

ッセージ[最後の戦い]と、それ

を受けて14ページからのEnd 

Polio Now とのセットでのポ

リオ対策記事、そして１０月が

米山月間なので 23 ページから

「よねやまだより」の記事、ソ

ウル国際大会で米山記念奨学会

ブースを設けたと書いてありま

す。また７ページから「日本オ

リンピックとロータリー」とい

う記事で過去の東京、札幌、長

野オリンピックでの日本各地の

ロータリアンがどのように関わりを持ったかの記事であ

ります。リオのオリンピックが終わり、次の 2020 年の

東京大会に対する意識だと思います。縦ページは省略しま

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 

マイロータリー登録お願いします。 

○ 卓話 「白戸ガバナー公式訪問事前協議」 

         第 3 分区ガバナー補佐 鹿志村吉信様 

皆さん今日は、今日は 10 月 20 日に行われるガバナー公 

式訪問の事前協議です。ガバナーは公式訪問で次のような事

を行います。 

 

前 回 の 例 会 報 告 

創立          事務所・茨城県東茨城郡大洗町磯浜 953             例会場・常陽銀行大洗支店 2 階会議室 

昭和 48 年 1 月 25 日    常陽銀行大洗支店内 TEL（029）267-2133    例会日・毎週木曜日 PM 0 時 30 分 



○クラブと地区の

活動や奉仕プロ

ジェクトへの参

加に向けて会員

の意欲を高める 

○クラブの卓越し

たプロジェクト

やロータリアン

個人による功績

を表彰する 

○重要な事柄につ

いてクラブリー

ダーと話をする 

○ロータリーの重

要なイニシアチブについて説明する 

ガナバーの訪問に向けた準備 

出来るだけ多くの会員が参加するよう、クラブリーダーは、

以下の方法でガバナー訪問を推進することを出来ます。 

○例会でガバナー訪問の予定を伝える 

○ガバナー訪問のお知らせを、クラブのニュースレター、ウ

ェブサイト、ソーシャルメディアに掲載する 

○ガバナーに授与してもらう表彰や賞の手配をする 

クラブがガナバーから多くの知識や経験を学べるよう、クラ

ブと協力して訪問の計画をたてる 

○クラブが設定した目標と、それに向けた進捗に関する話し

合い 

○委員会計画、活動、達成事項についてクラブ理事会が説明

する時間 

○クラブによるプロジェクトの表彰 

○重要なＲＩの取り込み、地区目標、地区の活動に関するガ

バナーからの報告 

○質疑応答の時間 

 今年度白戸ガバナーになって始めての 7 月の月信にガバ

ナー公式訪問日程表とガバナー公式訪問に関するお願い

が載っています。 

 公式訪問は、年間予定表の通り 7 月 19 日(火)から始まり

ます。貴クラブへの訪問を実り多きものにするために、次

のことをご準備、お手配くださいますようお願い申し上げ

ます。 

1、公式訪問の際の必要書類 

クラブ現状報告書 

「公式訪問のためのクラブ現状報告書記載要領」に準拠して

作成の上、訪問日の 3 週間前までにガバナー事務所へ 3

部(内、1 部ガバナーエレクト事務所へお渡しいたします)、

所属分区ガバナー補佐へも 1 部お送りください。 

2、 公式訪問の日程について 

クラブ活動実施場所等の見学     10：00～11：00 

会長・会長エレクト・幹事との協議会 11：00～12：00 

例会出席              12：30～13：30 

クラブ協議会            14：00～16：00 

ガバナーを囲んでの懇親会      16：30～17：30 

○クラブ例会には、多くの会員に出席を奨励して下さい 

○クラブ協議会の出席者は、クラブ理事、役員及び委員長(欠 

席の場合は副委員長または代理者)は義務出席です。特に入 

会 3 年未満の会員は原則として出席させてください 

○クラブ協議会の歯科医は会長がお努め下さい。 

○当日の日程スケジュールが出来ましたら、事前にお知らせ 

ください。となっています。クラブ現状報告書、当日の日程 

については、もう準備も整っている事と思います。 

 

2820 地区情報委員会大久保博之委員長によりガバナー 

公式訪問時間のお願いがきています。 

ガバナー公式訪問時 

 

① 昨年度末におこなって戴きまし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

し合いを行い、調査で浮かんできたクラブの課題とその

対策(これからも伸ばしていきたい点を含む)につきまし

て、ご報告戴きたいと存じます。 

② この結果を基に事前に話し合いをするようにお伝えく 

ださい。 

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議会等

で話し合いを進め、12 月末までに草案をお作り戴ますよう

お願い申し上げます。 

この様な要請が来ています。ガバナー訪問時のガバナーと 

会長・会長エレクト・幹事との協議会では会員満足度アンケ

ート調査の対応について、を中心として指導があると思いま

す。 

さて白戸仲久ガバナー事務所からの公式訪問についての 

連絡があったかと思います。公式訪問時の同行者について。 

当日の例会のガバナー卓話は、パワーポイントを用いて発表

されるのでプロジェクター・スクリーンを準備して頂きた

いとお願いが来ているかと思います。 

また、ガバナーに質問があれば事前にお願いしたいとのこ 

とです。この公式訪問に一人でも多くの会員が出席し、ロー

タリーについて良く理解し、一人一人がこれからのロータリ

ー活動に積極的に取り組むこと、そして、大洗ロータリーク

ラブが活性化することを期待して事前協議と致します。 

 

  国際ロータリー第 2820 地区白戸仲久ガバナー事務所

より，一般財団法人 比国育英会 バギオ基金が開催する

「第 38 回バギオ訪問交流の旅」について案内が届きまし

た．                   土子幹事 

 【参考】1978 年東京城西 RC の一行がフィリピン・バギ

オを訪問し，シスター海野の超我の博愛事業に深く感銘し，

バギオ RC を窓口として奨学金 50 万円を提供しました． 

1981 年にはその趣旨に共鳴する多くのロータリークラ

ブの賛同を得て「バギオ基金」として正式に発足致し，現

在，2750 地区では地区提唱事業として推進しております．

フィリピンはご承知の通り太平洋戦争における国外での

最大の激戦地でありました．そのため戦前から移住し，現

地で暮らしていた日系人は戦後激しい迫害と報復を受け，

北部ルソンの山中に逼塞することを余儀なくされました．

カトリック修道尼シスター・テレジア海野は 1972 年バ

ギオ市にあるフランシスコ修道院に着任以来これら戦争

の棄民ともいうべき日系人の状況に心を痛め，日系人組織

（北部ルソン比日友好協会）の再建を図ると共に，衣食に

も事欠くなかでも子女の教育に熱心な彼等の志に感動し，

独力でささやかな奨学事業を開始いたしました． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次 回 例 会 
第 2105 回例会 10 月 20 日（木） 

於：例会場  PM ０:３０ ～ 

「ガバナー公式訪問」 

【10 月は経済と地域社会の 

発展月間＆米山月間です】 

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 

 

欠席の連絡は関根会場監督まで 

TEL 029-267-5135  FAX 267-5909 

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

 


