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第 2175 回例会 5 月 17 日（木） 
於・かま家 PM 6：00~8：00 

○幹事報告                加部東幹事 

 ・幹事メモの報告   

 ・6 月のプログラム 

   7 日 クラブ協議会 活動方針及び地区協議会報告 

  14 日 クラブ協議会 各委員会引継ぎ 

  21 日「1 年を振り返って」 田口会長  

伊藤 45 周年実行委員長                    

○クラブ協議会   坂本次年度会長  海野次年度幹事 

★PETS研修報告            坂本次年度会長 

2018 年 3月 24 日(土)～25 日(日)於：水戸プラザホテル 

今回参加した pets については、先輩方の

殆どの方が参加していると思いますので、

ロータリーの運営方法や会長の指導力を

中心とした話は割愛させていただきたい

と思います。今まで 11 年のロータリー

活動の中で大きく変わって来ている所を

中心に報告したします。今のガバナー事

務所は、RI に人頭負担金を収めれば、地区としての裁量の範

囲はご自由にとの立場です。今年から 3 年間毎年人頭負担金

は年間💲4 上がります。地域は戦略を立て会員純増の話が中

心であり、我々が培ってきた奉仕の精神は、余り研修内容に

は含まれていなかったと思います。地域性を重視するという

言葉は非常に耳障りは良いのですが、現状のロータリーを語

る上では、余り響かない言葉でした。大洗ＲC も 30 人以下

のグループに入り純増 1 名を今年の目標となりますが、会員

拡大は大事な活動の一つですから、達成に向けて努力したい

と思います。さらに、例会数を減少したロータリーもありま

したが、一時的な流れであり、元に戻る事も聞いていますの

で、次年度の大洗ＲC の例会数は、ＲI の規約変更を入れて

も 2〜３回の減数になる見込みです。次年度一年、各委員長

さんや会員の皆様のご協力のもとに大洗ＲC の運営に力を注

いで行きたいと思います。更なるご指導、ご鞭撻を賜ります

ようお願い申し上げ報告とさせて頂きます。 

★地区研修・協議会報告（その１） 

2018 年 4月 29 日 於：水戸プラザホテル 

 奉仕プロジェクト委員会 職業奉仕委員会   土山会員 

奉仕プロジェクト委員会のもとに職業奉

仕、社会奉仕、国際奉仕の各委員会がぶら

下る体制になりました。このため、今回の

研修も奉仕プロジェクト委員会として合同

で実施しました。この 1 年で形を作ってい

きたいとのこと。体制変更と活動のポイン

トは、①各クラブの負担低減②地域社会に密着した職業奉仕、

社会奉仕、国際奉仕を連携し、より質の高い活動にする③ロ

ータリー財団との連携強化によるレベルアップ④クラブ奉仕

委員会の公共イメージ向上と連携して社会に認知してもらう

ようにアピールする。 

職業奉仕委員会の研修では、YKK の精神「善の循環」（他

人の利益を図らずして民図からの繁栄は無い）の紹介と地元

小学生を対象とした牛久警察署見学会＋バーベキューの活動

が紹介された。また、2820地区奉仕事業調査の結果が配布

されました。職業奉仕の多くは職場見学を実施しているよう

ですが、小中学校に出向いての職業説明や優良従業員表彰、

社会奉仕や青少年奉仕と連携した活動なども見られます。 

 社会奉仕委員会               那須会員 

2018-2019 年度 ロータリーの目標 

要約すると会員数が減少していること

を踏まえ会員増強をしましょう、寄付を

増やしましょう、地域社会を巻き込んだ

奉仕活動をしましょう、ロータリーの認

知度を高めましょう、と言う事だったと

思います。人口減少や若者の価値観や嗜

好が変わる中では難しい課題だと感じま

した。 

また、認知度を高めると言う事はより話題性のある奉仕活

動でメディア等に取り上げられる必要があり小クラブでは予

算なども含めてなかなか難しいのではないかと感じました。 

小クラブではそれぞれの奉仕委員会独自ではあまり目立つ活

動は出来ないので、職業・社会・国際奉仕が奉仕プロジェク

トとして共通の事業で何か一つ目立つことをやったらどうか、

前 々 回 の 例 会 報 告 
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あるいはどれか一つの奉仕活動にまとめて今年度の重点活動

にしてはどうかと言う話が最後にありました。ただ、それぞ

れの奉仕活動を制限するものではないので無理にまとめる必

要もないのではないかと思う事と、年々活動が重荷になって

しまうのもどうかと思います。他クラブの奉仕活動の事例も

整理されていましたが、我が大洗クラブは活動としては多い

方だと思います。 

一方でロータリーの役目として、立ち上がったプロジェク

トは他の団体等に委譲して、次の新しい奉仕活動を模索する

と言う事でしたので、つまりはきっかけ作りがその役目で最

後まで責任を持つものではないと感じました。 

難しく考えすぎると先へ進めないので、会員の新規加入も含

めてもう少し敷居を低くして、ロータリーを楽しむことも必

要かと思いました。 

社会奉仕委員会としては坂本会長の意向に沿った活動をし

て行きます 

 国際奉仕委員会               吉川会員 

 世界社会奉仕（W.C.S）と国際交流共同

の委員会を柱に、各クラブの国際奉仕活動

を支援する。 

「この指とまれ」事業は、各クラブ単位で

は資金的にも困難であるので、事業提唱ク

ラブを募り、賛同クラブと資金を出し合っ

て事業を支援するプログラムです。「この指とまれ」プログラ

ム提唱グラブの募集と提唱クラブによるプレゼンテーション

が7月28日の地区プロジェクト研修会に於いて行われる予

定です。現在のところ下記が予定されています。 

 賛助クラブの募集開始 7 月 28 日～10 月 31 日締切 

 賛助金の送金締切        11 月 30 日 

 提唱クラブへの賛助金の贈呈   12 月上旬 

 青少年奉仕委員会             小野瀬会員 

来年度の地区協議会の青少年奉仕委員

会は、ロータリークラブのファミリーを

作ろうという事でした。 

 インターアクト、ローターアクトに力を

入れて、将来彼等をロータリークラブに

受け入れる為にも、そのファミリーを作

ろうという事でした。しかし、現実はイ

ンターアクト、ローターアクトともに会員が減少しているの

で、各クラブでもっと力を入れて欲しいとの事です。 

 また、交換留学生のホストファミリーが見つからないので、

ホストファミリーになる方を募集します。 

 ライラは、１０月に大洗町であるので、各クラブの青少年奉

仕委員長は出席して下さい。 

 ロータリー財団               飛田会員 

2018-2019 年度 高橋健吾ガバナ

ーエレクト(水戸西 RC)のもと地区研

修・協議会が水戸プラザホテルで 4 月

29 日開催されました。分科会の報告を

します。 

ロータリー財団は藤居彰一カウンセラ

ー・リーダーの挨拶があり、下記につい

て各担当者から説明がありました。 

・補助金について及び平和フェローシップについて 

 地区補助金とグローバル補助金があり、地区補助金はほと

んどのクラブが参加しているとのこと。また世界の名門大

学で修士号を取得するためのフェローシップ(奨学金)を授

与している。 

・グローバル補助金について 人道的プロジェクト、奨学金

(大学院レベルの留学)や VTT の活動に使用できる。

30,000 ドル以上の活動が対象で補助金は 15,000 ドル

～200,000 ドル。 

・地区補助金について  比較的小規模で、活動費の 35％ 

最高 2,000 ドルを補助する。 

・財団奨学金について・VTT(農業研修チーム)について・資

金管理について・資金推進について・PHS(ポール・ハリ

ス・ソサエティ)について・ポリオプラスについて 

高橋年度の目標は、年次寄付(会員一人)130 ドル ポリオ

寄付(会員一人)20 ドル 合計 150 ドル  

恒久寄金(ベネファクター)1,000 ドル(各クラブ 1 名以上 

 米山記念奨学会                          川崎会員 

 代理出席しました。55 クラブ全員出席

（代理出席が多かった）出席者の大多数が、

アイサーブを理解されて、ギブ＆ギブ。テ

イクを求めずには、正直驚き、集まった会

員の方々、余裕を持った別人種に見えて、

小生は反省頻りでした。小生の番となり、

私は「奉仕する」に魅力を感じ入会したの

に、PR しろの大号令には辟易しております。其れなら何処

かの団体。我々は「奉仕する」を目指した方が良くありませ

んか？ 

ex．メキシコの交換留学生（ライラ）ホセを 1 年間幹事の年

に預かり、飛田会員、重実会員、山田（仁）会員の皆様に、

高校はおろか、全生活の面倒を見て頂いたこと。超我の奉仕、

無償の奉仕にひとり反省の 1日でした。 

 次期幹事                  海野会員 

 ほとんどのクラブでは、幹事と言うのは

クラブ会長の女房役、気の合う友達、そし

てクラブの執行部門の責任者で、事務局等

のクラブ管理に関する実務的事項は、全て

幹事を窓口として処理される。幹事の仕事

としてやらなければならない事は、地区研

修、協議会と地区大会に出席する。前任の

幹事からクラブのデータを受けとる。クラブの時期理事会メ

ンバーと密に連絡を取る。ロータリーｏｒｇで個人のアカウ

ントを作る。クラブ情報と会員情報への変更をロータリーｏ

ｒｇで更新する。クラブ請求書を会計に渡す。クラブ理事会

と管理運営委員会のメンバーとなる。例会、理事会、協議会

の議事録を記録する。公式名簿に掲載するクラブと役員の情

報を更新する。クラブでの連絡、問い合わせへの対応、正式

な通知や招待状を送付する。行事で使う推進資料、名札、会

合資料を管理する。例会の出席記録をつけ、月々の出席レポ

ートを地区ガバナーに提出する。クラブの資料を保管する。

ロータリー年度末に年次報告書を作成する。必要に応じて、

会長、会計、各委員会を援助する。後任の幹事に記録文書を

渡す 

 以上が、おおまかな幹事の仕事です。僕が思うのは、会長と

か幹事は特別な存在なので、入会して、何年もたってない僕

達は、各委員会で楽しく活動をした方が友達を誘い入会させ

やすいが、会長とか幹事と言う話しが来ると今、仕事が大変

な時なので、重鎮の方々に３年位の任期でやってもらった方

が増強にもつながると思います。 

★クラブ協議会終了後、大網会員の音頭

で乾杯し、懇親を深めました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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    土山 大輔  海老澤 一夫  土子 吉久 

 


