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土浦ロータリークラブRI第2820地区　茨城県

2016～17年度 国際ロータリー会長

ジョン・ジャーム 氏

2016年～2017年度　国際ロータリーのテーマ

ネクストロータリー 土浦ブランド  ～ 土浦ロータリークラブの伝統を次代に… ～
2016～17年度 土浦ロータリークラブ　第59期　クラブテーマ

制作：土浦市子ども会育成連合会
協力：土浦市・土浦市教育委員会

色川三郎兵衛　色川三郎兵衛は、私財をなげうって土浦の町を洪水から
守った人です。霞ヶ浦の水が、土浦の町に逆流するのを防ぐために常磐
線の線路を堤防にしたり、川口川・田町川の河口に水門を設置したりし
ました。

水戸街道　水戸街道とは、江戸時代に江戸と水戸を結んだ道のことで、
沢山の旅人がこの道を通って旅をしました。街頭の途中には、旅人たち
が泊まる宿場が作られ、土浦市内では中貫・土浦・荒川沖の三つの宿場
がありました。

浄真寺　立田町にある浄真寺の境内には、夜中に歩き出して赤ちゃんの
夜泣きを治してくれるという「化け地蔵」があります。他に蘭学者の髙
野長英など有名な人のお墓もあり、ご本尊の阿弥陀如来も有名です。

●点　鐘 会　長　　　　　　　　

●ロータリーソング 四つのテスト

●ビジター紹介 親睦活動委員会

●幹事報告・委員会報告

●会　食

●結婚記念祝・入会記念祝 親睦活動委員会

●今期事業方針発表 理事・役員・委員長

●にこにこBOX S.A.A

●出席報告 出席委員会

●点　鐘 会　長

●ロータリーソング 我等の生業



国際ロータリー 2820地区 ガバナー 挨拶

ロータリアンの皆様、いよいよ7月、ロータリーに於いては新年度の始まりです。地区やク
ラブでそれぞれの役職に就かれる人達にとっては本番到来です。
私も2年前ガバナーノミニーに就任した時は、まだまだ2年先のことと思っておりましたが、
昨年は9月早々にGETSが、そして今年1月17日～ 22日迄、アメリカサンディエゴで行われた
ガバナーに就任する為の義務出席である「国際協議会」等、大きなセミナーに参加しました。
あっと言う間に過ぎ去った2年間です。
特に、国際協議会には国内34地区のガバナーエレクト・配偶者との出席でした。国際協議
会2日目の本会議に於いて、ジョン・ジャームRI会長エレクトは、次年度のＲＩ会長テーマを
「人類に奉仕するロータリー」と発表されました。全世界には、貧困な人々、飢餓に苦しんでいる人々がまだまだ
たくさんおります。ロータリーの初期から、人類への奉仕はロータリーの礎であり、主な存在理由となってきま
した。伝統を継承する名誉を授けられたことから、このようなテーマにしましたと語られました。
そして、白戸年度の地区スローガンは「ロータリーに魅力を・一人一人が輝きを！」と致しました。全国レベ
ルのセミナーに出席した時、あるコーディネーターは、日本のロータリーは「高齢化・マンネリ」に陥っている
と言われておりました。それを聞いた私は、年齢を重ねることは誰にも止められませんが、何歳になっても自分
の気持の持ち方次第でいつまでも若々しく、夢を描き続けられるのではないでしょうか。
又、マンネリとは「独創性や新鮮味がないこと」と辞書にはあります。今、「ロータリーはクラブに多様性」が
求められています。無難な前例踏襲や新しい事への躊躇が障壁になってはいないでしょうか。
更に他の担当カウンセラーは、ロータリーは一人一人が広告塔だとも言っておられました。私のスローガン「一
人一人が輝きを」と同義語のように感じました。世のロータリアンが倫理観を持って「人として守り行うべき道」
を実践する努力をするならば、他の人からあの人は素晴らしいと評価するでしょう。更にロータリアンだと分か
れば世の人々に魅力を感じさせられることでしょう。
我々の先達・米山梅吉翁は、「ロータリーとは人を作る団体である」、そして「自己改善は終生続けなければな
りません」。と言っております。
ロータリアンの皆様、先達が申しているように常に向上心を持って、各種プロジェクトを積極的に取り組んで
下さい。
何卒皆様のご協力とご支援を頂き、実効ある年度にしたいと思っておりますので、宜しくお願い致します。

RI2016－2017年度　ロータリー目標
【1：クラブのサポートと強化】
①最近の退職者および若い職業人に働きかけて、会員増強を図る
②会員の積極的参加とクラブの充実化を図り、会員維持率を向上させる
③会長賞へのクラブの参加を増やす
④ロータリー財団に対するロータリアンの知識、参加、寄付を向上させる

【2：人道的奉仕の重点化と増加】
①永久にポリオを撲滅する
②年次基金へのクラブ寄付平均、および財団補助金へのDDF(地区財団活動資金)拠出を高める
③ポリオ撲滅への支援を続けるために、クラブと政府からの寄付を増やす
④財団の補助金と6つの重点分野を通じて、ロータリーの人道的奉仕の質と影響を高める
⑤青少年や若きリーダーの支援、およびロータリーの6つの重点分野と関連したプログラムや活動において持
続可能性を高める

【3：公共イメージと認知度の向上】
①ロータリーに対する人びとの認識を高める
②ロータリーの功績と、「世界でよいこと」をしてきた財団の100年の歴史について広報する

【地区スローガン】
　「ロータリーに魅力を・一人一人が輝きを！」

【地区目標】
◎RI会長賞へのチャレンジ
◎財団への支援と協力　150ドル　（130ドル年次寄付・20ドルポリオ）
◎会員増強と会員維持率の向上　純増3％
◎青少年奉仕の支援　インターアクト／ローターアクト／ライラ／青少年交換
◎財団100周年を記念する国際大会への参加
◎米山記念奨学会への支援
◎アトランタ国際大会参加30人

2016～2017年度
白戸　仲久 ガバナー（古河中央ＲＣ）



2820地区 第6分区　ガバナー補佐 挨拶

幹事報告

歴代 会長・幹事会

前 週 の 例 会 報 告

2016-17年度　8月のプログラム予定　会員増強及び新クラブ結成推進月間
  4日 会長挨拶、卓話「会員増強月間に因んで」、誕生祝、「ロータリーの友」紹介
11日 山の日・休会 
18日 青少年奉仕研究会報告、クラブ奉仕研究会報告、結婚記念祝　入会記念祝
25日 職業奉仕研究会報告、社会奉仕研究会報告、国際奉仕研究会報告

平成28年7月7日㈭　18：00～　　於：霞月楼

2016 ～ 2017 白戸ガバナー年度のガバナー補佐をお引受いたしました。前年度坂本会長よ
り、クラブ皆で応援するからとの言葉をいただきお引受いたしました。
5月の末日より、前岡田ガバナー補佐と、分区内の引継挨拶をセクレタリーの若い会員の方々
4名と共に廻り、7月6日に無事終了しました。これからがスタートです。
ガバナーは『ロータリーの役員・委員の任期は殆ど一年です。極端に言えば何もやらなくて
も一年の月日が経って終わりますが、一年だからこそ手抜きをせず、持てる力を全力で職責を
全うすることが、やり甲斐があるのではないでしょうか。全委員の皆様、任期中は共に頑張り
ましょう』と言っておられます。
白戸ガバナーの方針、地区目標を達成する為にはクラブ皆様のご支援をいただかないと達成できません。補佐と
しての役目を努めて参りますので、一年間どうぞご協力の程よろしくお願い申し上げます。

2016～2017年度
菊池　信子 ガバナー補佐

毎年恒例の歴代会長・幹事会が、第59期第１例会が開催された7月7
日の夕刻、霞月楼で開催され、20名を超える歴代会長・幹事の皆様に
ご出席いただきました。
小倉会長の挨拶、今年度の運営方針発表後の意見交換では、和やか
な雰囲気の中にも鋭い意見、質問が出され、緊張感が漂っておりまし
た。特に小倉会長が重点を置いている会員増強、RI規定審議会の決定
により、今後のあり方が懸案事項となっていた入会金に関しては、大
変貴重なアドバイスを多数頂戴し、方向性を見出す事ができ、実りの
多い時間となりました。
出席者：山本、大槻、小網、小倉、鈴木(實）、円城寺、坂本、竹内
　　　　渡邊、河合、菊池、大場、堀越、鶴田、黒田、菊地、井坂、
　　　　竹中、磯、藤田（写真掲載順）

１．会員退会承認の件
飛田 博 会員（常陽銀行 土浦支店長）より退会したい旨の申し出があったので、退会が承認。
転勤の為。退会届を受理済み。

２．新入会員 入会承認の件
次の2名の方の入会が承認された。
　山村一仁 氏　医師（脳神経外科）、　推薦者：小倉史義、小原芳道
　髙橋信之 氏　普通銀行（筑波銀行）　推薦者：小倉史義、大槻利夫　※先月退会した、木村興三 会員の後任

３．第59期予算承認の件　承認。決算終了により、繰越金が確定。
４．7月例会プログラム承認の件（修正）
前回の第4回事前理事会で一度承認されたが、第4例会プログラム内容に変更があった為、再度承認。

５．8月例会プログラム承認の件　下記の内容の通り、承認。
６．宇田川仁一郎 会員　褒章受章祝賀会　出席承認　の件
宇田川仁一郎 会員　褒章（藍綬褒章）受章祝賀会に小倉会長が出席することが承認。会費1万円。

７．泳げる霞ヶ浦市民フェスティバル広告協賛金承認の件　例年通り、協賛金1口（1万円）を支払うことが承認。
８．茨城YMCAチャリティーゴルフ大会　後援承認　の件
例年通り、後援することが承認。参加後援のみ、金銭後援は無し



格調高く、和やかに　  S.A.A

来訪ロータリアン来訪ロータリアン

にこにこBOXにこにこBOX

出 席 報 告出 席 報 告

例 会 予 告例 会 予 告

☆つくばサンライズRC会長雨宮君
◎小倉会長～・今期第59期会長を担務致します小倉
です。皆様に支えられながらの一年になると思い
ます。楽しいロータリーライフを全員で実践しな
がら、クラブ方針、目標の達成に繋げていければ
と願っております。一年間宜しくお願い致しま
す。
・全国ロータリー野球大会14対3大勝利です！
岩瀬総監督、飯山監督、竹内キャプテン、メン
バーの皆様日頃の練習が功を奏し、ご苦労様でし
た。第59期新年度クラブ活動での幸先のいいス
タートになりました。
・つくばサンライズRC雨宮新会長のご来訪を歓迎
いたします。
☆竹内幹事～第59期小倉年度がスタートしました。
一年間、幹事職を全ういたします。宜しくお願い
申しあげます。
☆坂本君～・第59期小倉年度の船出をお祝い申し上
げます。
・第6分区菊池信子ガバナー補佐、一年間宜しく
お願いします。
・ロータリー野球大会での勝利おめでとうござい
ます。
◎飯山君～小倉会長、竹内幹事一年間よろしくお願
いします。
・第33回全国RC野球大会勝利しました。後日ご
報告いたします。
◎磯君～親睦活動委員会、ご協力宜しくお願いしま
す。
◎岩瀬君～全国ロータリークラブ野球大会で大勝利
しました。皆様のご支援に感謝します。
◎小原君～会員組織委員会、会員増強宜しくお願い
します。
◎菊池君～サンライズRC雨宮会長の来訪を歓迎い
たします。
◎楜澤君～SAA一年間よろしくお願いいたします。
◎小網君～ロータリー財団へのご寄付宜しくお願い
します。
◎小坂君～・社会奉仕委員長です。一年間よろしく
お願い致します。
・28年6月土浦市議会でお陰様で副議長になりま
した。
◎鈴木(亮)君～甲子園の土を踏みました。試合も勝
利する事ができました。家族で貴重な経験をさせ
て頂きありがとうございました。
◎沼田君～第59期小倉年度が開始されました。私
共、クラブ管理運営委員会も今年度精一杯頑張り
ますので宜しくお願いします。
◎久恒君～新年度、1年宜しくお願い致します。甲
子園で2勝目をあげる事が出来ました。この様な
機会を与えていただいた皆様、応援頂いた皆様に
感謝致します。グランドから見上げる甲子園はま
ぶしかった!!
◎山本君～小倉年度の船出をお祝い致します。
○沼尻君～土浦RC第59期小倉会長、竹内幹事、理
事、役員の皆様、門出をお祝いします。責任を
もった行動でクラブの活力を生み出して下さい。
◇鈴木(敏)君～甲子園応援ありがとうございました。

7月 21日 理事･委員長事業方針発表
28日 １年交換留学生「帰国報告」

廣瀬真緒さん

会　員 欠　席 出　席 免除・欠席 出席率
57名 21名 36名 2名 65.45％

つくばサンライズRC　会長 雨宮　淳君

◇關本君～小倉会長、一年間宜しくお願い致しま
す。ロータリー甲子園、快勝してまいりまし
た。ご支援ありがとうございました。
◇藤田君～野球大会楽しんできました。前夜祭の
あとの大阪うつぼRC主催の2次会に参加して、
土浦RCのPRをしてきました。

※菊池君～写真掲載されました。
※鶴田君～会長、幹事、役員、委員長、会員の皆
様、新年度第1回目の例会です。本年度も宜し
くお願い致します。
◎誕生祝～佐藤君、鈴木(亮)君、竹中君、三輪谷
君大槻明子様

メークアップメークアップ

木村 興三 君
㈱筑波銀行
相談役
平成21年７月２日 入会
平成28年６月30日 退会
準Ｐ・準Ｙ

飛田　 博 君
㈱常陽銀行 土浦支店
支店長
平成26年8月28日 入会
平成28年7月3日 退会
準Y・米山功労法人

誕生祝（7月）

竹内（6/24　東京新銀座RC）
鶴田（7/4　 福岡平成RC）

退 会 会 員退 会 会 員


