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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

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。

亀城公園　土浦城の本丸と二の丸のあとを利用して作られた公園です。
やぐら門やお堀などが残っています。また、ミニ動物園、遊具などもあ
り、土浦市の中心地にあるので、市民の憩いの場所になっています。

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

空禅寺　手野の空禅寺は、昔は石田にありました。境内の17基の五輪
の塔は、鎌倉時代の終わりから室町時代に作られた古いもので、お寺が
移った時に一緒に移されました。貴重なものなので、市指定の文化財に
なっています。

土浦市　古くは、水戸街道の開通（1604年）により城下町としての形態
が整い、江戸中期以後は水運の発達による交通の要衝、物資の集散地とし
て栄えてきました。今日では、鉄道、高速道路を含めた道路網が整備され
るにつれ県南地域の中核都市となり、将来、筑波研究学園都市と共に大き
な飛躍が期待されます。

●点　鐘 会　長
●国歌斉唱　　　　　　　　　　
●ロータリーソング 奉仕の理想
●ビジター紹介 親睦活動委員会
●会長挨拶
●幹事報告・委員会報告
●会　食
●誕生祝
●「ロータリーの友」紹介及び「ロータリーの友月間」に因んで
  雑誌・広報委員会
●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

9月は基本的教育と識字率向上・
ロータリーの友月刊です。



前 週 の 例 会 報 告

職業奉仕委員長　渡邊　俊樹 会員

社会奉仕委員長　小坂　博 会員社会奉仕研究会報告

日時：7月24日㈰  10：00～15：00　　場所：三の丸ホテル
第１部　　職業奉仕活動について
（午前中）　木村薫　（水戸東ＲＣ）
第2部　　ディスカッション（各分区ごと）
（午後）　　テーマ　：　今年度の職業奉仕の取り組み方について

＜職業奉仕について＞
① 職業奉仕はロータリーそのものである
② 例会を通して奉仕の心を育む
③ 高潔性をもって、天職により人の為、世の為につくす

①について
ロータリーの目的は、日々の仕事を通して世の中に貢献するため、奉仕の心を育て向上させること。

そして、自己の職業の品位と道徳水準を高め、社会から尊重される存在になることです。
以上の事を具現化する為「四つのテスト」に言行を照らし、チェックをする事です。

②について
ロータリーの例会では全員が先生であり、全員が生徒である。
そして、ロータリークラブは職業を絆とする人の集りであり、会員各自が各々の立場に立って職業活動
を行っており、それぞれの会員の交流により倫理観の高い職業意識が培われる。

③職業奉仕（Vocational Service）
Vocational はBusiness job occupationと比べると、神から授けられた仕事（天職）、人に必要とされる
職業というニュアンスがある。

＜ディスカッション＞
各クラブの取り組み
１．職業訪問
２．職業選択　　学校訪問（小、中、高、大学）

職業奉仕研究会報告

日　時　　2016年7月30日
場　所　　水戸三の丸ホテル

研修リ－ダ－講演 藤居　彰一
　「財団委員会と社会奉仕委員会の連携」

社会奉仕担当カウンセラ－講演 山崎　清司
　「社会奉仕雑談」 

ドキュメンタリ－映画　　総括委員長 村山　潤一
　「Given  いまここにある　しあわせ」

上記の講演を受けまして、土浦ロ－タリ－クラブ社会奉仕委員会では、下記の通りといたします。
人間尊重
1.道心園に助成金を贈る。
2.霞ヶ浦ウオ－キングへの参加。
3.友好奉仕団体への資金協力

環境保全
1.霞ヶ浦総合公園に足元照明を設置する。
2.霞ヶ浦総合公園の藤棚の手入れ、清掃活動の実施。
3.水郷イルミネイション点灯式への参加、運営サポ－ト。
4.土浦市内クリ－ン活動への参加。



国際奉仕委員長　　中島　賢一 会員

国際奉仕委員長代行　　鶴田　一郎 会員国際奉仕研究会報告

7月31日　グランド東雲において国際奉仕研究会に参加をしてきました。
午前中は、公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパンの海外事業部　藤野康之氏による”途上国におけ
る子どもたちの現状とSCJの支援”について講義を聴いてきました。
また午後からは、財団委員会委員長　藤井彰一氏による財団補助金の説明、前年度のこの指とまれの報告

と、本年度のこの指とまれプロジェクトの説明、募集要項などの説明を受けました。
休憩を挟み国際交流共同委員長　鶴田一郎氏による国際交流共同について、奨学金担当の柴山博光氏による

地区奨学金についての説明などを受け充実したプログラムでした。私自身大変勉強になる研究会であったと思
います。

国際奉仕研究会が7月31日に開催されました。午前中にセーブ・ザ・チルドレン・
ジャパンの講演、午後から財団委員長の財団補助金についての説明があり、続いて
「この指とまれ」プロジェクトのプレゼンテーション、次に国際交流共同につい
て、最後に地区奨学金について説明がされました。今回は新規の事業予定の「国際
ロータリー第2820地区国際交流奨学金」について柴山担当委員から詳細が報告され
ました。この奨学金は当地区独自の制度となります。グローバル補助金やその他の
奨学金とは異なります。奨学金の期間は１～２年間。奨学金の額は、一人15,000米ドル（1,500,000米ドルで
はありません）。目的は「国際ロータリー第2820地区（RID2820）から支給される奨学金を活用し、留学する
ことにおいて学業を深められると共に、両国の文化･風習･生活様式の理解を促進し、帰国後は、当該国で学ん
だ経験を地域のリーダーとして、ロータリークラブや地域社会において貢献していただく事とする」としてい
ます。国際奉仕活動の基礎については例会時に配布したチェックリストを参考にして下さい。
●地区国際奉仕チェックリスト
以下の項目について・はい、いいえ・でチェックをして下さい。又その理由を考えて下さい。

① 国際奉仕活動は、２国間の活動に限られる。
② 国際交流共同委員会(国際共同委員会)は、青少年奉仕活動に参加する事は無い。
③ 「この指とまれ」活動は、世界のすべてのロータリークラブが行う活動である。
④ グローバル補助金で行う海外奉仕活動のパートナークラブ募集の紹介は財団委員会の活動である。
⑤ 地区大会に招待された友好地区メンバーとの交流や応対は地区国際奉仕委員会の活動には無い。
⑥ 職業奉仕プロジェクトを立ち上げる事や実施する事は国際共同委員会の活動では無い。
⑦ クラブによる国際奉仕活動の紹介や広報は、国際共同委員会は行わない。
⑧ 参加国同士で姉妹クラブまたは双子クラブのネットワークを築く事は、それぞれのクラブが独自に行う
事で、国際共同委員会は関与しない。

⑨ 「この指とまれ」活動について、国際奉仕委員会は紹介や広報を行わない。
⑩ 「この指とまれ」活動の参加クラブは提唱クラブに実施状況を聞くことは無い。日　時　　2016年7月30日

場　所　　水戸三の丸ホテル

研修リ－ダ－講演　　　　　　　　　　　　　　藤居　彰一
「財団委員会と社会奉仕委員会の連携」

社会奉仕担当カウンセラ－講演　　　　　　　　山崎　清司
「社会奉仕雑談」

ドキュメンタリ－映画　　総括委員長　　　　　村山　潤一
　「Given  いまここにある　しあわせ」

上記の講演を受けまして、土浦ロ－タリ－クラブ社会奉仕委員会では、下記の通りといたします。 
人間尊重
1.道心園に助成金を贈る。
2.霞ヶ浦ウオ－キングへの参加。
3.友好奉仕団体への資金協力

環境保全
1.霞ヶ浦総合公園に足元照明を設置する。
2.霞ヶ浦総合公園の藤棚の手入れ、清掃活動の実施。
3.水郷イルミネイション点灯式への参加、運営サポ－ト。
4.土浦市内クリ－ン活動への参加。



格調高く、和やかに　  S.A.A

出 席 報 告出 席 報 告

例 会 予 告例 会 予 告

☆石岡RC ガバナーエレクト保延輝文君、地区幹事エレ
クト山本進君、クラブ会長髙橋恒士君
～色々とお世話になります。宜しくご指導お願い致します。
㊕小倉会長～保延ガバナーエレクト、山本次年度地区幹
事、髙橋会長・次年度地区副幹事のご来訪を歓迎いた
します。
本日入会された髙橋信之さんを歓迎致します。土浦クラ
ブ会員は、晴れて60名となりました。
本日の研究会報告、職業奉仕 渡邊委員長、社会奉仕 小坂
委員長、国際奉仕 鶴田地区委員、卓話ありがとうござい
ます。
◎竹内幹事～保延ガバナーエレクト、山本次年度地区幹事、
髙橋石岡RC会長の来訪を大歓迎致します。
髙橋さんの入会を大歓迎いたします。
◎大槻君～新会員髙橋信之さん、入会おめでとうござい
ます。保延ガバナーエレクト、皆様、御来浦ありがとう
ございます。
◎小原君～髙橋信之さん、入会おめでとうございます。
◎坂本君～石岡クラブの皆様の来訪を歓迎します。
筑波銀行、髙橋さんの入会を歓迎します。
◎鈴木（敏）君～甲子園祝勝会、ありがとうございました。
◎髙橋（信）君～入会しました。宜しくお願いします。　
◎竹中君～髙橋さんの入会を歓迎致します。
◎沼田君～先週は市の行事で欠席しました。
◎廣瀬（太）君～8/18に阿見RCのガバナー公式訪問に行っ
て参りました。
◎三輪谷君～髙橋信之様の入会を歓迎いたします。よろし
くお願いします。
㊕山本君～髙橋さんの入会を歓迎します。
保延ガバナーエレクト、山本次年度地区幹事、髙橋会長
の来訪を歓迎致します。
〇飯山君～先週欠席しました。今晩の歓迎会も仕事が入り
欠席します。申し訳ありません。
〇大内君～先日は急なお休みを申し訳ありませんでした。
〇楜澤君～髙橋信之さんの入会を歓迎いたします。
〇小網君～次期ガバナー保延様のご来訪を歓迎致します。
〇渡邊君～職業奉仕研究会の発表の機会を得ました。あり
がとうございます。
◇菊地君～保延Gエレクトのご活躍を祈念いたします。
髙橋信之さんの入会を歓迎いたします。
◇關本君～9月17日に行われます第19回土浦薪能、皆様是
非ご参会ください。
◇平島君～髙橋さんの入会を歓迎いたします。
※鶴田君～土浦RCメンバーの皆様、体調はいかがですか？
我がヨット部OB会のヨット２パイが今度の台風で沈没
しました。
◎誕生祝～金澤 洋作様

9月 8日 結婚記念祝　入会記念祝、クラブフォーラム

15日 「ガバナー卓話」 RI2820地区 白戸仲久ガバナー、
  ガバナー公式訪問歓迎家族懇親会、クラブ協議会⑵ 

会　員 欠　席 出　席 免除・欠席 出席率
60名 19名 41名 3名 71.93％

メークアップメークアップ

菊池、佐藤（8/25　石岡87RC　事前訪問）
小倉、菊池、竹内（8/28　第1回 会長・幹事会）

新会員入会式　髙橋 信之君

来訪ロータリアン来訪ロータリアン

ガバナーエレクト　保延　輝文君（石岡RC）
地区幹事エレクト　山本　　進君（石岡RC）
クラブ会長・地区副幹事エレクト

髙橋　恒士君（石岡RC）

にこにこBOXにこにこBOX




