
 

 

 

 

 

 

ロータリー月間     今月：基本的教育と識字率向上  来月：経済と地域社会の発展 

９月１９日例会より 

『篠原ガバナー補佐事前訪問』 『久保田滋会員卓話』 
   

篠原裕治：第一分区ガバナー補佐事前訪問 

本日は 10 月 10 日ガバナー公式訪問の事前訪問

として 3 人で伺いました。高萩 RC は親クラブとし

て日頃から親しくお付合いさせていただいていま

す。また、先日の北茨城市民祭りには鈴木さん、沼

田さんにお越し頂

きありがとうござ

いました。 

第一分区これまで

の流れ： 

6 月 9 日：第 1 回

第 1 分区会長幹事会開催。ガバナー補佐分担金承認

の件、第 1 分区クラブ共同提唱の県北 RAC 活動分

担金について、第 1 分区親睦ゴルフコンペ開催日程

（11/23）、第 1 分区 IM 日程 1 月 27 日、その他を

話し合い。7 月 12 日：日立港 RC 補佐事前訪問。8

月 2 日：日立港 RCガバナー公式訪問。8 月 21 日：

日立南 RC 補佐事前訪問。8 月 27 日：日立中央 RC

補佐訪問、8 月 28 日：日立南 RC ガバナー公式訪

問、8 月 31 日：第 2 回第 1 分区会長幹事会、第 1

回会議の未承認懸案解決について、クラブ創立年度

の古い順に RAC 幹事に、分担金一人 2,000 円。9

月 19 日：高萩 RC 補佐事前訪問。 

 

 

2018－19 年度、国際会長バリー・ラシン氏のテーマは

「インスピレーションになろう」です。感化を与える

人、意欲を引き出す人になろうと言っている。 

優先項目１：「クラブのサポートと強化」に関する目

標：1.現会員を維持する、2.クラブの会員数を増やす、

3.新クラブを結成する 4.女性会員、４０歳未満の会員、

ロータリーに入会するローターアクターの数を増や

す。 

優先項目２：「人道的奉仕の重点化と増加」に関する

目標：1.ポリオ撲滅活動への現金寄付と地区からのＤ

ＤＦ寄贈を増やす 2. ＤＤＦを利用した地元や

海外での地区補助金ならびにグローバル補助を増やす 

3.インターアクトとローターアクトが地元のロータリ

ークラブや地域社会 と一緒に、奉仕プロジェクト（環

境関連のプロジェクトを含む）に参加するよう促す 

4.年次基金への寄付を増やし、２０２５年までに２０

億２５００万ドルの恒久基金を達成する 優先項目

３：「公共イメージと認知度の向上」に関する目標 1.

ポリオ撲滅におけるロータリーとロータリアンの役割

の周知を図る 2.ロータリーへの認識を高め、「世界を

変える行動人」キャンペーンを推進する 3.ロータリ

ーショーケースとアイディア応援サイトを利用し、ク

ラブ史を記録することで、ロータリークラブのプロジ

ェクトに対する認識を高める 

  

月  日 プ ロ グ ラ ム 担  当  ９月１９日 出席報告 

９ 月２６日 観月例会 親睦活動・家族委員会 会員数 出席者 欠席者 

１０月 ３日 会員卓話 プログラム委員会 ２８ １６ ９ 

１０月１０日 ガバナー公式訪問／懇親会 会長・幹事／親睦活動委員会 出 席 率 ： 64.00 % 

１０月 17 日 会員増強フォーラム 会員増強・維持委員会 前々週訂正 ： 80.77 % 
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現地の人の生活がいかに改善されたかをショウケ

ースで紹介ください。 

また、フェイスブック、ツイッター、インスタグ 
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国際ロータリーのテーマ 

 

四つのテスト 
言行はこれに 

照らしてから 
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 



地区の髙橋賢吾ガバナーの地区スローガン 

「ロータリーの心と力を地域社会へ」 

地区目標は、1.クラブのサポートと強化（１）

会員増強 会員が２９名以下のクラブは１名以上

の純増、会員が３０名以上のクラブは２名以上の

純増、女性会員、４０歳未満の会員の積極的増強

（これが達成すると 5%の増強となる）ロータリ

ーに入会するローターアクターを増やす（２）新

クラブを結成する（３）ロータリー賞を受賞する

クラブを増やす（４）戦略計画によるクラブの強

化、活性化をサポートする（５）M ｙ Rotary、

rotary.org、クラブセントラルなどの有効活用 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

効果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）「ポリオ撲滅キャンペーン」

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（１）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（２）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） 

ガバナー公式訪問時の注意事項：ガバナーへの報

告・協議はクラブ会長・幹事・会長エレクト・で

きればノミニー・役員の参加。会長はクラブに対

しての思いを率直に話していただく。クラブの戦

略計画（中長期計画）を作っておく。 

クラブ協議会：RI方針は流す程度で、地区方針

を重点に進める。現況報告書は各委員会メインの

奉仕活動は別として、見直すものは選定して、新

しい奉仕活動を取り入れる。髙橋ガバナーは、現

況報告書をかなりの時間（5 時間位）をかけて精

査しているので、各委員長は報告書を棒読みしな

いで、自分の言葉で話してください。かなり細か

い指摘があるのでへこまないようにお願いする。 

懇親会：ガバナーは 8 月 27 日の週は訪問箇所

が集中しているので、大変失礼ですが 1時間程度

で退席させていただく（おもてなし次第では延長

があるかも）。その他、ガバナー公用車にはロータ

リーマークとエンドポリオナウのステッカーを貼

ったライトバン。点鐘は日本ロータリー100 周年

記念の鐘を持参するの。ガバナーのお土産として、

車に貼る 2820 地区ロータリークラブのステッカ

ーを持ってきますのでがっかりしないように。 

左側から 

北茨城 RC 

 

村田 文彦 様 

篠原裕治 AG様 

小宅 和彦 様 

 

（第一分区ロータリーデー旗） 

 

久保田 滋：会員卓話  

「経営手法のセミナーを受けて」 

 

職業は歯科医

院経営。大学時

代は経営の勉強

ができなく独立

後に経営セミナ

ーに参加、本日

はその一部をお

話しいたします。 

最近テレビでも問題になっているパワハラとかに

関することもありました。 

コーチング（coaching）とは、問題解決や課題

達成、目標の実現など、さまざまな課題を解決し、

夢や目標を具体的な「形」にしていくために行い

ます。柔軟な思考と行動をサポートするための、

コーチとクライアント（コーチングを受ける人の

こと）との間で結ばれるパートナーシップです。

人材開発の技法の一つ。対話によって相手の自己

実現や目標達成を図る技術であるとされる。相手

の話をよく聴き（傾聴）、感じたことを伝えて承認

し、質問することで、自発的な行動を促すとする

コミュニケーション技法です。 

 



 

 

福田 文乃：会長挨拶 

北茨城ロータリークラブの篠原さん、小宅さん、

村山さん、本日はお越し頂きありいがとうござま

す。お手柔らかにお願いします。 

先週子どもの貧困について、お話しをしました。

子どもの貧困は世帯の貧困、世帯の貧困は地域の

貧困とも言われています。が、親御さんの中には、

大きな勘違いしている方もいらっしゃいます。我

が子の給食費です。都合の良い屁理屈を並べて支

払わない方もいるそうです。中には本当に家計が

苦しくて支払えなかったり、遅れて支払う方もい

るそうです。本日、北茨城ロータリークラブから、

篠原ガバナー補佐、小宅セクレタリー、村田セク

レタリーの三名がいらっしゃいます。北茨城の小

学校、中学校は、何曜日か分かりませんが、週に

一回お弁当をもっていく日があるそうです。高萩

はまだお弁当の日は、ありません。ある方に今、

子ども食堂が増えていること伝えたところ、親が

作らない、作れない 

季節を感じ、季節の食材を使う料理を知らない

人が親になっているそうです。 

それは、勉強、勉強で、勉強は出来るけど、生活

力が無い、掃除、洗濯、炊事が出来ない 

親が増えているそうです。高学歴、高収入自分の

働きで得た収入を自由に使う、それが当たり前と、

思っている方々が親になってしまったからだと分

析されています。お金を出せば買える、運動会の

お弁当も作らないで仕出し料理だそうです。茨城

県の方でも学校を通して親も食について勉強して

もらおうと一生懸命に考えているそうです。遠足

もコンビニの菓子パンの子がいたそうです。大子

ＲＣでは、食生活は、家庭からと呼びかけ、地域

の幼稚園、小学校、中学校に講師を派遣し、活動

しているそうです。 

高萩の小学校では、朝ごはんを食べて来た子は、

先生から〇をもらえるそうです。低学年の子は、

〇をもらう事を楽しみにしていると聞きました。

私はその話しを聞いて思いました。家庭で当たり

前のこと、普通のことなのに、当たり前が当たり

前ではなくなってきているのだと、でも一部のご

家庭でしょう。そう思いたいと思います。 

 

米山奨学生 

 

林鈴さんに奨

学金と誕生祝

の贈呈 

 

 

 

 

大河原 浩：幹事報告 

地区 RAC 委員長より県北 RA 幹事の椎名君が第

27回地区大会実行委員長就任の連絡。第 222号ハ

イライト米山。いわき勿来 RC より年次報告書と



年次計画書。地区より「いきいき茨城ゆめ国体

2019」協賛金協力依頼。高萩市教育委員会より高

萩のぞみ大学「健康講座」開催のお礼。幼児の交

通安全ポスター協賛広告依頼。 

 

石川 武信：親睦活動・家族委員会 

観月会のお知らせ：当日は 18 時に常陽銀行前駐

車場にタクシー手配。18時半例会開始。 

 

【本日のお客様 】 

北茨城ＲＣ ガバナー補佐 篠原 裕治 様 

北茨城ＲＣ セクレタリー 小宅 和彦 様 

北茨城ＲＣ セクレタリー 村田 文彦 様 

米山奨学生        林  鈴  様  

 

【ニコニコ BOX】 

篠原ガバナー補佐：来月１０日の「ガバナー公式

訪問」よろしくお願いします。 

石川武信さん：篠原様、小宅様、村田様、ようこ

そいらっしゃいました。 

鈴木直登さん：本日誕生日。朝から沢山のメール。

嬉しさを素直に表現しない性格。心の中で「あり

がとう」両親に手を合わす。 

小森勇一さん：ガバナー補佐 篠原裕治様、ごく

ろうさまです。久保田さん 卓話ごくろうさまで

す。 

棚谷稔さん：篠原ガバナー補佐。小宅さん、村田

さんようこそいらっしゃいました。林鈴さんこん

にちは。鈴木国男さん、皆川武久さん 

鈴木啓志さん：ガバナー補佐、よろしくお願いし

ます。 

沼田操さん：篠原ガバナー補佐お世話に成ります。

林鈴さんおかえりなさい故郷はよかったでしょう。 

大髙司郎さん：篠原ガバナー補佐、ご指導よろし

くお願いします。久保田さん、卓話楽しみです。 

石君平さん：ガバナー補佐篠原様、ご指導よろし

くお願いします。今川隆さん、 

田所和雄さん：篠原様、小宅様、村田様、ようこ

そいらっしゃいました。 

花園文熙さん：篠原様、小宅様、村田様よろしく。

御指導の程お願い致します。 

大河原浩さん：篠原ガバナー補佐、小宅・村田セ

クレタリーの皆様、本日はよろしくお願いいたし

ます。久保田さん卓話楽しみにしています。 

福田文乃さん：今日は、さわやかな秋晴れ！篠原

ガバナー補佐、セクレタリーの小宅さん村田さん、

ようこそ、今日は、よろしくお願い致します。 

    本日計  ２２，５００円 

    累計 ２２４，５００円 

 

 

【ポリオプラス】 

    本日計       ０円 

累計 ２９，８６０円 

 

【米山記念奨学会】 

    本日計   ３，０００円 

累計 １６５，０００円 

 

【ロータリー財団】 

    本日計       ０円 

累計 ４６８，７６０円 

 

 

 

「プログラム予告」 
 

～ ガバナー公式訪問例会 ～ 
 

2018-19 年度 高橋賢吾ガバナー 地区ス

ローガン  「ロータリーの心と力を地域社会へ」 

 

10月 10日（水曜）は国際ロータリー第 2820

地区、髙橋賢吾ガバナー（水戸西 RC）の公式訪

問日です。 

会員の皆様におかれましては、全員出席をお願

い致します。 

 

 

 

～ My ROTARYコーナー ～ 
 

「My ROTARY」とは、ご登録いただくこと

でロータリーの活動や地区・クラブ運営に必
要な情報やデータを随時入手できる便利なシ
ステムです。ロータリー財団へのあなたのご
寄付・認証歴等もご覧いただけます。 
 

高萩 RCのアカウント登録  
9月 19日現在：８２％ 

 


