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「夢をかたちに」

次回予告 プログラム：

本日のプログラム：

会長の時間 星　勝治 会長

本日はお忙しい中、廣瀬ガバナー、地区副幹事の
菊池信子さん、第一分区ガバナー補佐の冨田さん
ようこそいらしゃいました。
廣瀬ガバナーよりニコニコＢＯＸにたくさん頂き
まして有難うございます。心より御礼申し上げま
す。
また、この場を借りまして2820地区のガバナー選
出につきまして当クラブが大変ご迷惑をおかけい
たしましたことを心からお詫び申し上げます。
この度、土浦南クラブよりガバナー選出されまし
たことを皆様にご報告させて頂きます。

廣瀬ガバナー、地区副幹事の菊池信子さん、第一
分区ガバナー補佐の冨田さん本日はようこそいら
しゃいました。
・本日のスケジュールの確認。
・現況報告書「定款及び細則」差替えのお願い。

幹事報告 鹿志村 高道 幹事

出席報告 鈴木 幸一 委員長

会員数

35名 24名 11名 70.59％ 100％ 3名

出席 欠席 出席率 訂正 免除
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廣瀬ガバナー、本日はようこそおいで下さいました。
星　　勝治　鹿志村高道

廣瀬ガバナー本日はご苦労様です。
ご指導よろしくお願いします。
須田　　晃　岩崎　敬次　木本　貴一
千葉　省三　川崎　健輔　池田　忠雄
白土仙三郎　大森　孝之

今日は涼しくて、このまま秋ですか？�
白石　満義

廣瀬ガバナーようこそいらっしゃいました。
よろしくご指導お願い致します。
弓野　博司　宮本　尚彦

今年の読売書展で入選しました。　石川　國博

廣瀬ガバナー本日はご苦労様です。
ご指導宜しくお願い申し上げます�
小澤　　興

ケガの経過は順調です　　高島　章行

廣瀬ガバナー本日は宜しくお願い致します。
武藤　真一　信太　克己　小林　英典
荒川　俊男　小山　高一　樫村　　観
山本　忠安　鈴木　幸一

ニコニコＢＯＸ 白石　満義　委員長



本日も多くの方からニコニコＢＯＸへの

ご協力誠にありがとうございました

本日計 34,000円 累計額 203,000円

本日のプログラム：ガバナー公式訪問

廣瀬 昭雄 ガバナー

　皆さんこんにちは。今日は公式訪問という事で日
立南ＲＣを訪問させていただきました。私これで12
回目の公式訪問でございますが非常に楽しみにし
ておりました。日立は前回の中央クラブに続き2回
目でございますがこのような素晴らしい施設で例
会が出来るなんて皆さん恵まれていると思います。
私は海を見るのは年に2回ぐらいですがこの様な例
会場が使用できるという事は日立に感謝しなけれ
ばなりませんね。私口下手なものですからパワーポ
イントを使いながらしゃべらせていただきます。ま
ず私昭和14年生まれの68歳になりまして皆さんよ
り若干若い程度かと思います。職業は農業でござい
ます。土浦ＲＣ22・3年の在籍で偶々ガバナーという
仕事が回ってきまして、私非常に躊躇していた訳で
ございますが人生一度きりですので挑戦してみよ
うと思いまわりの人のすすめもあり自分もその気
になりやる気になってしまいました。この画像はロ
ータリーセンターです。シカゴの郊外のエバースト
ーンという所にあります。18階建てのビルをロータ
リーで買い11階から上をロータリーが使い下は貸
しビルで貸しているようです。国際ロータリーの職
員ですが実際にはロータリーと財団と各国事務局
合わせ500名以上の職員がおります。これは全て
我々の人頭分担金で賄われております。次の画像は
ボストン郊外にあるポールハリスが通った小学校
です。ポールハリス記念ロータリークラブとなって
例会が行われております。
ロータリーは友人の集まりです。知人の集まりでは
なくポールハリスがシカゴに弁護士として出てき
て友達がいなかった後、友人4人で集まるようにな
ったのがロータリークラブの原点となる訳です。ま
たロータリーには寛容という事がある訳です。ロー
タリーは多様性、120万人もの会員がいるのですか
ら考え方みなさんそれぞれ違います。考え方それぞ
れを受け入れようと考えてやっている訳です。相手
を許す相手の欠点を叩く事は簡単にできますので
相手を許すという事がロータリーの寛容の精神に
繋がってくるのではないかと考えております。もう

一つ奉仕という事がございますが英語でサービス
となり、日本語で訳すと奉仕となってこの辺は問題
があるような気がします。続いてシカゴのロータリ
ーセンタービルに4人で（ロータリークラブを）作っ
た時の部屋が再現してあります。この様な部屋でロ
ータリーを100年前にやったという場所でありま
す。これはロータリーセンターの会長室から見た風
景で向こうはシカゴの街です。これがロータリー本
部受付です。これは日本事務局に約7名いるスタッ
フで英語の文章を日本語に変換して送っていると
ころです。今年の一月に国際協議会という所に行っ
てきました。これはロサンジェルスからサンディエ
ゴに行く途中ですがゼブラという原子力発電所が
道路わきに建っておりこれで約40万世帯の電気を
賄っているそうです。次にこれは空母ミッドウェー
です。横浜からサンディエゴに移っておりました。
記念館として残っており開放されておりました。こ
れは我々が勉強した国際協議会の建物です。一緒に
行ったガバナーエレクトの皆さんです。1500名収容
する会議場に一同が会し会議が行われました。私語
が全くない会議でした。現会長がテーマを発表して
いる所です。実はテーマというのは半年くらい前に
は決まっているそうです。来年度テーマも多分決ま
っている事でしょう。その様ななかで李会長が説明
をしている所です。要するに水保全、識字率向上、保
健・飢餓救済で世界のこどもたちの命を少しでも救
って欲しい、死亡率を下げて欲しいという願いを会
長が述べたわけであります。それに従いまして我々
は研修しまして、地区に持ちかえり皆さん方にお伝
えしている。そしてそれぞれのクラブがこの強調事
項を元にして一年の事業をしている。そうゆうシス
テムになっております。続いてこれはCLPのお話で
すが色々なところでCLPが導入されております。こ
のやり方で日本になじまないものもあります。それ
ぞれのクラブで自主性をもってやって欲しいと思
います。ここで書かれているのは適応するか滅びる
かという事で、アメリカの考え方というのはそうゆ
う事で日本にはなじまないところもあります。これ
は職業宣言でございます。これは4つのテストです。
このままできたら神様になってしまいます。そうは
いかないのが現実であります。これは環境問題につ
いてです。地球は一つです。温暖化やCO2の問題で厳
しい状況になっております。でも人は地球という星
の中で生活しており一緒です。CO2を減らす運動に
ロータリーがどう取り組むのかという問題もあり
ます。ロータリーが今年取り組む問題でポリオを撲
滅しようというのがあります。これは1965年から始
まって2005年に4カ国まで減りました。しかしなが
らその4カ国のポリオをどうやって撲滅するのかと
いうのが問題です。そこで今年の1月から始まった
のが3ヵ年で世界中からポリオをなくそうという事
業であります。これはWHOとの会議ですが、会議をや
ってロータリーが取り組むという事でロータリー
が中心となって世界中の色々な機関と提携してポ
リオをなくそうという事であります。1985年にはこ
れだけポリオがありましたが20年後にはアフリカ
のナイジェリア、インド、パキスタン、アフガニスタ
ンだけになりました。これはナイジェリアの状況で



こうゆうワクチンを接種いたします。これはインド
北部の状況ですがこれだけ発症していたものが一
年後激減しております。ところがこれでゼロになる
かというとそういう事ではなく別なところで発症
してしまい完全になくすのは非常に大変な事なの
です。そのためにロータリーか取り組んでいるので
あります。これが3年間で1億ドルを集めようと運動
でやっておりますが今現在インターネットで調べ
ますと既に2千万ドル程集まっているようです。本
来ですと会員がお金を寄付するのではなく一般市
民に寄付を募るというのが奨励されている事業で
あります。次に会長賞の件ですが会長賞の要素をひ
とつずつ達成し是非会長賞をとって欲しいと思い
ます。
世界社会奉仕ロータリーが誇れる活動ではないか
と思います。問題は会員増強です。現会員の維持か
第一でございます。そのためにはなんと言ってもク
ラブ会員間のコミュニケーションです。若い方もご
年配の方も仲良く楽しくやれるようなクラブにし
なければなりません。こころを割って話しあい酒で
も飲んでよく話し合い仲良くやってゆくのがクラ
ブの一番の基本だと思います。新クラブの結成これ
も中々できることではありません。現在59クラブで
すが我が地区はまもなくひとつ増えます。この様な
なかで新クラブを創ろうという意欲もあります。こ
れは会員増強で東京で行われたものですが世界に
12箇所プログラムを実施しているところがあり会
長がやってきて激励しているところです。1200名く
らい集まっている所でやりました。会員増強すると
こういった形で表彰するという所をやっておりま
すが我々は賞品や表彰状が欲しくて会員増強をし
ているわけではございません。しかしロータリーと
して何か目標をつくらねばならないという事でひ
とつの方法として実施されているのでしょう。今年
は1名増強するとブルーのピンを贈呈するそうで
す。地区の方には用意しております。会員減少の背
景としては日本経済の長期低迷と不安定な経済環
境、後継者不足、大都市と地方都市の格差、中小企業
経営者の高齢化、色々な問題がございます。会員の
ロータリーに対する関心愛情熱意の薄れ、これが一
番の問題かもしれません。ロータリアンの年齢構成
で2007年～8年の構成ですが世界に比べ若干日本の
ほうが上がってきております。日本の場合は経済構
造との兼ね合いでやむを得ないのかなとも思われ
ますが最近ＲＩでは若い人をどんどん入れろとい
っておりますが現実は厳しいのかなと思われます。
日本のロータリーの会員数は第一ゾーンから第四
ゾーンまで約9万7千人でありますが来年から第一
から第三ゾーンだけになり第四ゾーンはなくなり
ます。第一ゾーンには埼玉県の2つの地区が第一ゾ
ーンに入り31600名というのが実情になるようであ
ります。次はロータリーの公共イメージを高めよう
という事で昔はロータリー活動は陰徳でありわざ
わざ知らせなくとも自然に分かれば良いという事
でした。しかしアメリカの考え方は違って何でも主
義主張し思ったことは伝えるという事で、ロータリ
ーももっとＰＲしろという方針をＲＩが打ち出し
まして各地区に一万ドルずつ補助金を出し地区が

五千ドル出して広報しろという運動が始まってお
ります。ロータリーを知っている方は日立市内でお
そらく3割位の方しか知らないと思います。家族は
わかっていても一般の方は分からないというのが
現実かと思われます。ロータリーの価値観は奉仕に
あります。そして親睦、高潔性、柔軟性と対応性、先
導的指導性、ロータリーがやっていることを国連等
が取り入れております。恵まれない人達に手を差し
延べる、世界平和に貢献する、ロータリーの職業に
よる奉仕等貢献する事による人生の充実感を味わ
えます。来年地区大会が土浦でございます。是非皆
さんご参加下さい。地区大会が終わるとすぐにイギ
リスのバーミンガムで国際大会があります。日本の
田中さくじさんという会長さんはバーミンガムの
大会実行委員長で頑張っております。一生懸命頑張
っておりますので私も宣伝しております。�
以上です。

廣瀬昭雄ガバナー表敬訪問

８月１９日（火）廣瀬昭雄ガバナー公式訪問に先立

ち、日立市樫村千秋市長と日立南ロータリークラ

ブ会員でもあります日立商工会議所山本忠安会頭

を表敬訪問致しました。

日立市長の談話では、ロータリーの目的と現状を市

長に話したのに対して、市長もロータリーの存在意

義を高く評価される旨の話がありました。

続いて日立商工会議所の山本会頭との談話では日

立の物づくり人づくりの会議所の政策に対し、ガ

バナーからはロータリーもまさしく人づくりの場

である旨のお話がございました。

日立市市長と廣瀬ガバナー

山本会頭と廣瀬ガバナー



大森　孝之　社会奉仕委員長

ロータリ財団の地区補助金を２件申請中です。

・１１月２日　映画「心の杖として、鏡として」の

　上映プロジェクト（障害者が絵画を通して心を開

　いてゆく感動の映画）�

　日立ふきのとうの会の支援も合わせて行いま

　す。

・１１月１５日　日立国際文化祭り2008の会場内

　で日本語教室２団体に教材と資材の提供を行い

　ます。

以上です。

川崎　健輔　親睦活動委員長

来週の家族同伴の納涼会に多くの方の出席をお願

い致します。

弓野ワイキキロータリクラブ友好担当

１０月１１日に開催されるインターナショナルフ

ードフェスティバルに多数の参加をお願い致しま

す。

今回はマウイ島にも行く予定です。

委員会報告

小澤　興　国際奉仕委員長

本年度のWCS6クラブが主体となる事業について

ラオスの教育支援プロジェクト、フィリピン3810

地区の奨学金事業、フィリピンの3800地区歯科医

奉仕援助、ネパール小学校学用品の援助、カンボ

ジアの援助、なお、カンボジアストリートチルド

レン支援プログラムにつきましてはもう一度理事

会に図りたい。（ユネスコの支援）

マッチンググラントにつきましてはタイの3350地

区タウナ地区に心臓を浄化する装置を寄付。

最後に明日タイから交換留学生が成田に着きます

ので在日に関するサポートを星会長にお願いいた

します。

以上です。

クラブ協議会

乾杯（懇親会）

紅一点、地区副幹事の菊池信子さん

一本締め（懇親会）


