
 
 
 
 

 
 

ロータリー月間     今月：ロータリー親睦活動月間     来月：  
  

５月 ２９日の例会より 

『青少年奉仕月間卓話・茨城県北ＲＡＣ』    
＜県北ＲＡＣ幹事 椎名佳祐様＞ 

   
第２７回ローターアクト地区大会報告 

日頃より、ロータリークラブの皆様にはロータ

ーアクトクラブにご理解とご支援をいただきあ

りがとうございます。私は 2017年７月の入会で、

県北ＲＡＣの幹事を務めていますが、次年度は会

長になる予定です。５月５日にホテルテラスザス

クエア日立で開催しました地区大会の実行委員

長を務めましたので、本日は、地区大会の様子を

お話しいたします。 

大会のテーマは、「ダンケツ」としました。前年

度に水戸市で開催された「全国ローターアクト研

修会」で培った団結力の再発見と、「茨城は最下

位（びりっけつ）」というイメージを断絶（だん

ぜつ）したいという意味を込めています。 

大会参加者は、ロータリアンの皆様が 64名、ロ

ーターアクターが茨城 31名、友好地区 37名で計

68名、インターアクトが 15名、OB・OGが 4名、

ゲストが 4名でした。 

大会では、日立市長小川春樹様、地区ガバナー

高橋賢吾様、地区青少年奉仕総括委員長稲本修一

様、日立ＲＣ会長小野比呂志様の４名のご来賓か

ら挨拶をいただきました。 
大会決議では、五つの議案がありましたが、第

１号議案として「前年度地区ローターアクトの活

動に大いに貢献された前年度地区ローターアク

ト委員長、地区ローターアクト役員に対し感謝の

意を表して表彰状を授与」があり、前年度地区委

員長をはじめ８名に授与されました。第２号議案

では、「地区会員増強に大いに貢献された対象者

に地区増強賞の授与」があり、今年度始め１名だ

った会員を９名にまで会員増強に成功した、土浦

南ローターアクトクラブが受賞しました。第３号

議案では、地区行事ならびに例会への積極的参

加、地区大会運営の功で私が地区功労賞をいただ

きました。受章に恥じぬよう、今後もローターア

クトの活動に頑張っていきたいと思っています。 

 
  

月  日 プ ロ グ ラ ム 担  当  ５月２９日 出席報告 
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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 



活動報告では、国際協議会について、全世界で

招待された６０名の中の一人である下館ローター

アクトクラブ会長の吉原葵さんから、１月にサン

ディエゴで開催された国際協議会の様子について

動画を通して報告がありました。 
また、地区行事については地区会長の池田遼太

さんから、各クラブの例会活動についてはクラブ

の会長からそれぞれ報告がありました。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
メインプログラムでは、「他己ＰＲ in 茨城」と

いうテーマで、参加者に茨城観光大使役になって

いただき、茨城の魅力を発揮できるイベントを企

画し、そのポスターを作成しました。 
 
 
 
 

 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 

    
 総評を、2018-2019 年度 地区ローターアクト

委員長 日立北ロータリークラブ 遠藤 靖様か

らいただきました。 
 
＜会長挨拶 福田文乃会長＞ 
  
 
 
 
 

 
ローターアクトを作るための６つのヒントをお

話ししたいと思います。2017 年秋、テイラー・ヒ

ューイさんは、一年でローターアクトクラブを設

立しました。素晴らしいですね。彼女のお母さん

がロータリアンで、インターアクトの時にドミニ

カ共和国での水質改善プロジェクトに参加し、ろ

過装置の設置活動を行いました。３６０人を超す

学生がフェイスブックでの呼び掛けに応じ、一年

後 RAC が誕生しました。 
大学で RAC を創立し、メンバーを募集する為

のヒントの紹介が６つあります。１、ロータリー

クラブと連携して進める。連携する事で、大学側

との話をより円滑に進める事ができ、下準備が既

に整っていることを示すことができる。２、役員

となるメンバーを集める。信頼のおける友人には、

幹事と会計の役割をお願いする。３、知識を深め、

質問に備える。アクト・ハンドブック、標準アク

トの定款、推奨アクトの細則を読み込み、役員と

なる会員にも読むように頼む。誰かに質問された

時、しかるべき回答をする為。４、ソーシャルメ

ディアを利用する。フェイスブックはロータリア

ンとアクトをつなぎ、連絡を取り合うのに非常に

有効です。情報を記載し、役員メンバーも、議題

を立ち上げたり、質問に答えたりするのにグーグ

ルハングアウト（メッセージ機能）を使っていま

す。自分たちがどういう活動をしているか、どう

すれば参加できるかを、はっきり示しておくこと

が重要な事です。５、時間を賢く使う。時間を無

駄なく使いたいと思うもの。自分自身を磨く為、

そして彼らの地域社会をより良くする為に、積極

的活動したいと思います。望んでいます。６、ネ

ットワーク作りとメンタリング促進。会員がネッ

トワークを広げ、メンタリング（個人指導）を受

けられる機会を設けています。ロータリークラブ

と協力して就職説明会を開いたり、ロータリアン

から助言を受けられるような機会を設けることが

できます。 
今日は、第一分区ローターアクト幹事、椎名佳

祐さんの活動報告です。次年度は、会長になりま

す。このお話が少しでも参考になれば幸いです。 
＜幹事報告 大河原浩幹事＞ 
 
 
 
 
 

 
① 中村ガバナーエレクト事務所より、次年度の

年間予定表が届く。 



② 中村ガバナーエレクト事務所より、クラブ奉

仕研究会の案内が届く。 

令和 1年 7月２７日（土） 10：00～15：

00 三の丸ホテル 

出席事務者：2019-20年度会長、2020-21

年度会長 

③ 中村ガバナー事務所より、奉仕プロジェクト

研究会開催のお知らせが届く。 

令和 1 年 7 月２９日（日）10：00～15：

00 ホテルグランド東雲（つくば） 

出席義務者：2019-20 年度職業奉仕、社

会奉仕、国際奉仕委員長 

④ RI 日本事務局より、６月の RI レートが届く。

１ドル＝１１０円 

⑤ RI 日本事務局より、２０１９年の規定審議会

の決定報告書の案内が届く 

⑥ ロータリーの友編集部より、８月号特集用情

報収集のお願い届く。各クラブの「同好会」「課

外活動」を紹介するとのことで、クラブの活性

化会員増強維持に役立つ情報を提供するとのこ

と。 

⑦ ロータリーの友事務局より、ロータリー手帳

の請求書が届く。 

⑧ 青少年奉仕委員会だよりが届く。 

⑨ ロータリー日韓親善会議実行委員会より、

2019 年度日韓親善会議の案内が届く。 

 

＜今川 隆 幹事エレクト＞  

＊2019-2020年度プログラム案についてのご

意見を受付中です。 

＊現況報告書に載せる各委員会の活動方針、

事業計画、予算の第一次原稿締め切りは６月

２７日です。 

＊第一分区、第２回会長・幹事会、８月２２

日、高萩担当で開催。 

＜鈴木国男 ゴルフ部会長＞ 

 ＊６月２９日：勿来、北茨城、高萩３クラブゴ

ルフコンペ。茨城パシフィックＣＣ 

 ＊６月３０日：ＲＣ，ＬＣ，ＪＣ３団体コンペ。 

 

【お客様】 
  県北ＲＡＣ 幹事 椎名佳祐 様 

【メークアップ】 
５／２２ 神山芳子氏「ポリオのない世界を目指

す奉仕賞」受賞祝賀会 大髙司郎  
 
＜出席・ニコニコ BOX 花園文煕委員長＞ 
 
 
  
 
 

 
【ニコニコ BOX】 
石君平さん：県北ＲＡＣ椎名様卓話楽しみにして

います。 
小森勇一さん：県北ローターアクトクラブのみな

さん、ますますのご活躍ご発展を祈ります。 
福田文乃さん：椎名君、今日は卓話よろしくお願

いします。  
石平光さん：気の毒な川崎の大事件。若者の社会

に対する不満の、はけ口対策なし困った事です。

希望ある夢のある社会を願うのみ。 
花園文熙さん：トランプ風が吹き抜けた後はどう

なるのでしょうか。 
沼田操さん：３０度を超えると思えば今日は寒く

感じますね。身体がついていけないですね。 
鈴木直登さん：安全な国日本のはずが、孫達と同

年代がまたまた事件の被害者に。 
上田良三さん：今日は涼しいですが、このところ

猛暑日の連続夏が心配です。 
今川隆さん：椎名君ようこそ！卓話楽しみにして

ます！鈴木国男さん、田所和雄さん、大河原浩さ

ん、菊池一さん、菱川健司さん、平野浩司さん 
 
    本日計  １６，０００円 
    累 計 ７８４，３００円 
 
【ロータリー財団】 
    本日計   ４，０００円 

累 計 ６２５，７４０円 
 

【ポリオプラス】 
    本日計       ０円 

累 計  ４２，７８０円 
 

【米山記念奨学会】 
    本日計  １３，０００円 

累 計 ４８１，２００円 


