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来月：ロータリー親睦活動

５月８日例会より

『 地区研修・協議会報告（１）』
■ 小森勇一 会長エレクト
～ 2019－20 年度の方針と活動について ～
2019-2020 年度第 2820 地区研修・協議会が開催
され、10 名の役員、委員長が出席し新年度につい
ての研修と協議を実施しました。（大髙司郎クラブ
奉仕総括委員長は、地区役員主催者として参加）そ
れについて、以下の報告に基づき、新年度の活動を
よろしくお願い申し上げます。
１：地区の目標・別紙 ２：地区の組織・別紙
３：地区予算等（私たち、会員が拠出する項目の金
額）会員が支える
財政について理
解を深めたい。
(1)国際ロータリ
ーへの人頭分担
金：68＄（111 円
レートでは 7,548
円）
(2)同じく、規定
審議会追加年会費：1＄(3)米山記念奨学会普通寄
付：5,000 円（会員が各々寄付する特別寄付ではな
く）(4)「ロータリーの友」購読料：2,400 円
(5)地区資金：5,230 円 予算規模：13,960,000 円
(6)基金及び協力金：17,210 円、ガバナー月信協力
金 2,200 円：国際交流共同：280 円、地区大会負担
金：4,000 円 、WCS 基金：200 円、ガバナー事務
所協力金：4,200 円、国際交流基金：1,520 円、
青少年交換基金：2,000 円、ロータリー財団基金
（奨学生）：280 円、インターアクト基金：800 円
地区年鑑積立金：40 円、ローターアクト基金：800
円、災害見舞金：0 円、ライラ基金：400 円、危機
管理基金：200 円、青少年育成基金：200 円

月 日
５月１５日
５月２１日
５月２９日
６月 ５日

プ ロ グ ラ ム
地区研修・協議会報告（２）
三団体合同例会
青少年月間卓話（RAC）
次年度計画（プログラム）

規定審議会旅費積立金：90 円
(7)主な登録料（各種会議に要する経費の会員負担）
会長研修セミナー:25,000 円（1 人当たり）、地区研修・
協議会：6,000 円程度、地区大会：10,000 円、同 IM,
その他の会議
４ : 地区の戦略計画 委員会をつくり実行する。
長期計画、会員増強、クラブの活性化、クラブリーダ
ーの育成それぞれのクラブも、戦略計画を策定し、長
期の展望を持って活動してほしい。
５ : ロータリー賞（前の会長賞）
ロータリーの戦略計画の優先事項を支えるために、
いくつかの活動項目を 1 年かけて達成したクラブを
称えることを目的としている。これを目標として掲
げるというより、1 年間の活動の結果として、でき
るような活動を展開して行きたい。当クラブとして
もこれを実践したい。
■ 今川隆 幹事エレクト
ロータリークラブ：奉仕の心を構築する団体。
（ ロ ータ リアン と
は た ばこ の吸い 殻
を 捨 てな い人間 に
なる。吸い殻を拾う
人間ではない）？？
事 業 の根 底に奉 仕
の心を置く。幹事の
幹事の責務
ク ラ ブの 効率的 な
運営を支援することにある。各委員会の話を聞き、調
整する。ロータリーの手続要覧を必ず持参する。責務
①地区研修・協議会と地区大会に出席する。

担

当

各委員会
会長・幹事
青少年奉仕委員会
会長、プログラム・雑誌委員長

５月 ８日 出席報告
会員数
出席者
欠席者
３０
１７
１１
出 席 率 ： 60.71 %
前々週訂正 ： 84，62%
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言行はこれに
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。
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
照らしてから

②前任の幹事からクラブデータを受け取る。

親炙とは？古くは、古今名言集で、
「聖人は百世の師

③クラブの次期役員や理事会メンバーと密に連絡を

なり」（孟子・尽心下 15）とありました。孟子は、

取り、年間計画を立てる。

孔子の教えを受け継ぎ儒教では、孔子に次いで重要

④Rotary.org で自分の MY ROTARY アカウントを作る。

な人物であり、孔孟の教えとも呼ばれています。現

⑤クラブ情報と会員情報への変更を、Rotary.org 又

代語訳で読み上げます。孟子は云った。聖人は百世

はクラブデータ管理システムで更新する。

の師である。たとえば伯夷、流下恵などは聖人と呼

⑥クラブの請求書を会計に渡す。
（1 月と 7 月にクラ

べる人物であろう。故に伯夷の風を聞けば、頑強な

ブに送付。）

る者は清廉となり、情弱なる者は志を存して独立の

⑦クラブ理事会と管理運営委員会のメンバーとなる。

気象を有するようになり、柳下恵の風を聞けば、軽

⑧例会、理事会、協議会の議事録を記録する。

薄なる者は敦厚となり、根性の卑しき者は寛大とな

⑨公式名簿に掲載するクラブと役員の情報を更新す

るのである。百世の昔にその生を尽く、その生き方

る。

が百世の後に生きる者達を興起させるに至る、聖人

⑩メールでの問い合わせへの対応、通知や招待状の

でなければ、どうしてこのような

送付など、クラブでの連絡を管理する。

感化を与えるであろうか。ましてや聖人と時を同じ

⑪行事で使う推進資料、名札、会合資料を管理する。

くして聖人に親炙せし者達に至っては、どれ程の感

⑫月々の出席リポートを地区ガバナーに提出する。

化をえたであろうか、とありました。日本の辞書に

⑬クラブの史料を保管する。

は、
「親しく接してその感化を受けること」とありま

⑭ロータリー年度末に年次報告を作成する。

した。お互いのインスピレーションを見出していき

⑮必要に応じて、会長、会計、各委員会を援助する。

ましょうと言っていました。相澤光春氏は、行動を

⑯後任の幹事にクラブの記録文書を渡す。

する事と又、彼は行動をする人物です。そこにはロ
ーターりーの理念があり、会員との親睦を計り奉仕

◎地区研修・協議会での話し合いのための質問

活動に繋げていくと。彼はまず、親しい会員数人と

小森会長エレクトが求めること

インドに視察に行きます、もちろん自腹です。

親睦、仕事（仕事が忙しく例会に来れない人に対す

不衛生でとても環境が良いとは言えない所だったそ

るもの）
、奉仕の 3 本そして５０年につなぐ

うです。まず、トイレが無いそうです。私は以前テ

今の仕事が忙しい中で幹事の仕事が入って来てさら

レビでみたことがありましたが、ガンジス川で身体

に忙しくなります。しかし、RC を通しての付き合い

を洗い、洗濯し、排泄、宗教の教えなのでしょう、

の輪が広がります。そして高萩 RC も発展していけま

遺体も洗ったりしてました。日本語で一言「味噌も

す。会員増強の面でも、会長と幹事の年齢差がある

糞も一緒」ですよね。彼は日本に戻り直ぐにプロジ

ので、幅広い年代層を対象に、例年通り片思いリス

ェクトを立ち上げインドの子供たちにポリオワクチ

トを作成し、
（会員推薦名簿）例会で検討していく。

ンを接種しました。彼達も指導を受けてワクチンを

若い人は仕事も忙しいが、私、幹事が仕事もきちっ

打っていました。実際に目で見て、行動をする、実

とし、ロータリーの活動も出来るというモデルをつ

践するすごいと思いました。彼には、ブレーンがい

くり、若い人たちに示していく。その忙しい中で時

ます、青年会議所からの仲間で会員です。そして小

間の調整をどうするのかというと、時間がとれる会

沢一彦氏も晩餐会に応援に来てました。相澤光春Ｒ

員がフォローし、全会員で協力できるようなクラブ

Ｉ会長代理は最後にこう述べました、自分からも多

にしたいというのが会長エレクトの次年度の私に対

くの人と接し、他の人を刺激し、感化を与える人に

するお願いです。

なろうと、活動を通してロータリアンとの出会いが
与えてくれると、その出会いを大切にして刺激を受

福田文乃 会長挨拶

け、そして与えて行けるようになりたい、謙虚な気

令和最初の例会です。新たな気持ちでロータリー活

持ちを持ってロータリー活動をして行きたいとも言

動も迎えたいと思います。地区大会ご苦労様でした。

ってました。中々出来ないことだと思います。心の

幹事さん、地区役員の皆様二日間お疲れ様でした。

広い、人間が出来ている方だと思います。

20 日は、ＲＩ会長代理相澤光春様の講演がありまし
た。講演のテーマは「奉仕の実践と親炙の心」です。

大河原浩 幹事報告
RID2820：地区大会表彰記念品について通知。会員増
強セミナー(6/16)開催案内（対象：次年度会長・幹
事・会員増強委員長）。第一分区 AG：2019-2020 年度
会長・幹事会(5/20)開催案会。第 2750 地区：「ロー
タリーデー2750 フェスタ 2019」（5/12）案内。
第一分区 AG：2018-2019 年度 第 5 回会長・幹事会
（6/6）開催案内。地区：財団 NEWS5 月号。
ロータリーの友：次年度購読数確認について。週
報：水戸 RC、水戸西 RC、常陸太田 RC、いわき勿来
RC。中村ガバナーエレクト事務所：ハンブルグ茨城
ナイトの案内（6/2）。高萩 LC：三団体合同例会
(5/21)並びに懇親会開催案内。茨城県薬物乱用防止
指導員協議会：平成 30 年度協議会便り。高萩市交通

← 職業奉仕功労賞

安全対策協議会：春の全国交通安全街頭キャンペー

「英語スピーチコンテ
スト」が受賞

ン実施依頼（５/10）。いきいき茨城ゆめ国体高萩市
実行委員会：第 3 回総会開催通知(5/21)

・米山功労クラブ：高萩 RC（１５）
・米山功労者メジャードナー：上田良三

会員満足度アンケート結果報告：大河原浩幹事
4 月 3 日実施した、会員満足度アンケート調査結果

・米山功労者マルチプル：沼田操（５）大髙司郎（４）
花園文熙（３）

の集約が出来ましたので説明します。次年度に改善

・米山功労者：石君平・田所和雄

すべき課題もあるかと思いますので、クラブ戦略計

・長寿会員表彰：花園文熙

画の見直し等の参考として下さい。
～ 2019 年規定審議会主な決定事項 ～
大髙司郎 クラブ奉仕Ⅱ委員長
2019 年規定審議会は 117 件の提案があり、47 件が採
択されました。
クラブ運営
☑会員身分に関する規定を改正する件
会員身分の制約に、
「各クラブは、多様性を推進する
ような均衡の取れた会員構成を構築するよう努める
ものとする」を追加。
■4 月 20 日・21 日に開催された第 2820 地区「地区

☑クラブ会長の任期を改正する件

大会」において、以下の表彰がありました。

クラブ会長の後任者がしかるべく選挙されなかった

RI 表彰
・2017-2018 年度 RI 会長賞 高萩 RC
地区表彰
・職業奉仕功労賞
英語スピーチコンテスト：高萩 RC

場合、現職の会長の任期を 1 年に限り延長する。
例会と出席
☑欠席のメークアップに関する規定を改正する件
例会の定例の時の前 14 日または後 14 日の規定を、
同年度以内に変更する。

・新ベネファクター：福田文乃

会員

・マルチプル・ポールハリ

☑会員資格を改定する件（立法案提出：日本）

ス・フェロー:大髙司郎（８）花園文照（３）

会員資格条件の、職業上および（または）地域社会

石君平（３） 棚谷稔（２）

でよい評判を受けておりの中の、
（または）を削除す

・ポールハリス・フェロー：福田文乃・鈴木直登

る。

国際ロータリー
☑RI 細則から機関雑誌の名称を削除する件
RI 細則から RI 機関雑誌の名称を The Rotarian 誌
とするという要件を削除する。
☑クラブの加盟終結に関する規定を改正する件
会員数が 6 名未満となったクラブは、ガバナーの要
請により理事会がそのクラブを終結させることがで
きるとする。

【写真】シカゴで開かれた 2019 年規定審議会で制
案の投票を行う代表議員。
国際ロータリー（会員）
☑ローターアクトクラブが RI 加盟を求められるこ
とを明確にする件。
ローターアクトクラブの RI 加盟を規定し、ロータ
リーファミリーに迎え入れようとするもの。RI 加盟

小森勇一さん：わかば、青葉の好季、１１日まで、
児童福祉週間です。結婚月です。
福田文乃さん：令和初の例会です。新たな気持ち
でのぞみたいと思います。地区大会、お疲れ様で
した。
石君平さん：桜から新緑に移り、ビールの季節到
来！！
鈴木啓志さん：ＧＷ中は、１２日間中戸川でギャ
ラリー展を開催してました。
沼田操さん：ＧＷも終わり１０日間はあっという
間に終わりました。ちょっと長すぎましたね。
石平光さん：新年号令和新天皇即位とお祝いが続
きました。１０連休も重なり多忙の連続早くマイ
ペースに戻りたい所です。
上田良三さん：みなさまにお会いするのが久しぶ
りのような気がします。今日は例会に出席できて
良かったです。
大髙司郎さん：誕生月・結婚月の皆様おめでとう
ございます。江尻寛さん、鈴木国男さん、田所和
雄さん、今川隆さん、菱川健司さん、平野浩司さ
ん
本日計
１９，０００円
累 計 ７５１，３００円
【ロータリー財団】
本日計
７，０００円
累 計 ６２０，７４０円

により、ローターアクトクラブの RI との所属関係
がより高い位置づけとなる。ローターアクターは引
き続きロータリアンと明確に異なる権利、特権、代
表を維持することになる。また、ローターアクトク
ラブは、その会員のおのおのにつき、理事会により
定められた通りに人頭分担金を支払うものとする。
※再審議（修正案として採決 381：134）

【ポリオプラス】
本日計
累 計

０円
４２，７８０円

【米山記念奨学会】
本日計
８，０００円
累 計 ４４９，２００円

RI 財政および人頭分担金
☑人頭分担金を増額する件
2020-21 年度から 2022-23 年度まで、人頭分担金を
年に１ドルずつ増額する

20-21 年度 69 ドル、

21-22 年度 70 ドル、22-23 年度 71 ドルへ増額する。
（参考：15-16 年度 55 ドル、16-17 年度 56 ドル、
17-18 年度 60 ドル、18-19 年度 64 ドル、19-20 年
度 68 ドル）

【ニコニコ BOX】
花園文熙さん：目に青葉山ほととぎす初がつおの
季節になりました。
石川武信さん：結婚月の生花有がとうございます。
又今月の結婚、誕生月の皆様おめでとうございま
す。

【結婚月の方】 ✿Congratulation✿
５/ ５ 永山捷平・由紀子さん
/２３ 小森勇一・知子さん
【誕生月の方】 ☆Happy Birthday☆
５/ １
今川隆さん
/ ７
石平光さん
/１５
菱川健司さん

