
本日のロータリーソング 

   「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 

 

―本日のプログラム― 於：松泉閣   

会員卓話 経済と地域社会の発展月間に因み 

島倉 秀也 社会奉仕委員長 

 

―次週以降のプログラム― 於：松泉閣  

10/26  招待卓話 地区財団委員会 平島隆之 地区補助金担当委員（土浦 RC） 

 11/2  招待卓話 米山奨学生 アンドリュー君 

                                                       

 

 

点鐘・ソング 諸岡会長 ・ 君が代、奉仕の理想 

ゲスト 新井 和雄 ガバナー・早瀬 浩一 地区幹事（下館 RC） 

根本 清美 ガバナー補佐・臼井 旭洋 セクレタリー（牛久 RC） 

会長報告 

諸岡会長 

 

 

幹事報告 

伊東幹事 

 

 

委員会報告 

出席委員会 

秋田委員長 

 

 

・新井ガバナー、早瀬副幹事、根本ガバナー補佐、臼井セクレタリーをお迎えしての 

公式訪問が出来ましたことを大変喜ばしく思います。 

・新井ガバナーよりご祝儀を頂きました。有難うございます。 

 

・本日、新井ガバナーより地区バッジを頂きまして皆様にお配り致しました。どうぞ

お付けになられて下さい。 

・回覧：海岸清掃について 

 

 

・会員数 3６名、出席数 31 名、出席率 86.11％    

・欠席：坂本君、関野君、杉野(美)君、佐伯君、倉沢君 

＊前年度に引き続き、今年度もコロナ感染症予防の為に例会を欠席する場合は、その 

会員を欠席扱いとしないと致します。尚メ－クアップはこれまで通り受け付けます。 

ガバナー公式訪問   招待卓話  

新井 和雄 第 2820 地区ガバナー（下館 RC） 

 このコロナ禍の中、緊急事態宣言解除直後の時期に、こうして対面 

の公式訪問を実現させて頂き、感謝申し上げます。有難うございま 
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した。の公式訪問にあたり、私の役目は 2 つあります。1つは RI 会長シェカール・メタ氏の年度の方

針を皆さんに伝えること。もう 1つは、私のガバナーとしての第 2820地区の目標と具体的な指針を

示すことであります。 

 

①シェカール・メタ 2021-22 年度 RI 会長  

   国際協議会（今年はバーチャルで開催）での、2021-22 年度 

のテーマ「SERVE TO CHANG LIVES 奉仕しよう みんな 

の人生を豊かにするために」発表の様子の放映。 

  奉仕をして豊かになるのは奉仕をしたロータリアン自身なのだ。 

人の幸せのために奉仕することこそ自分自身が一番幸せを感じることだと何度も繰り返し述べら

れました。 

 そして、最初に言われたのは会員増強です。過去 20 年にわたり世界のロータリアンの数は約

120 万人で推移してきました。彼は私の年度の間に 130 万人に増強したいと仰り、その為には、

会員のひとり一人が必ずクラブに推薦されて会員になったのだから、今度は皆さん自身が誰か一

人を連れてきて下さい。何故会員増強をするのかというと、世界にはまだまだロータリーの援助

を必要としている人が沢山います。だから、その人達にもっと奉仕活動をする為に、クラブは増

強して成長する必要があるのだと言われました。そして、ポールハリス、シェルドン等、ロータ

リーが創られた頃の奉仕の理念のDNAが普遍的価値として今でも引き継がれている。と言われ、

その為の目標は２つです。 

 ・女子のエンパワメント…就学や自分の人生を自分で決められるように。 

             地区ではライラで学ぶ。 

 ・環境への取り組み…各地域でロータリーデーを実施。 

 

②地区バッジ 

私は下館 RC の所属ですので、下館から筑波山はこう見えます。そして、2 月と 10 月に筑波山

から日の出が上がり、「ダイヤモンド筑波」として観光名所になっています。その麓にある遊水地に

下館 RC で私は 3 人目のガバナーなのですが、2 人目のガバナーが植えた桜 150 本の桜の樹を増

やして、今は 300 本の桜を管理しております。これを含めて、下館 RC では「さざんか並木」「桜

並木」各地の公園にも桜を植樹しています。これらの樹が吸収する Co2 の量は年間 300ｔになり

ます。こういうローカルの場所で地球温暖化を抑制する活動をすることが、グローバルな効果を挙

げている。これが地区スローガン“Think Globally Act Locally”地球の未来を想い 地域社

会に貢献しましょう の具体的な例です。 

 

③海岸清掃 

  11/3 に地区内 55 クラブで実施することになっています。池田年度の地区大会におかれてのパ

ネルディスカッションで、矢口和博氏（茨城県県民生活環境部長）によると、「茨城県の海岸に打ち

あがるゴミの内、85％がプラスチックゴミである。そして地球温暖化の元になっている温室効果ガ

スを吸収するのは、陸地の森林か海水であるが、その海水の吸収する量は年々低下している。それ

はプラスチックゴミによるマイクロプラスチックのせいだ。」とのことでした。茨城の海岸を清掃す

るというローカルな活動をしますが、それはほんのちょっとかもしれないが、地球の温暖化を抑制

するというグローバルな効果を挙げることができます。もちろん、この活動の先にはもっと大きな

目標があります。ゴミを拾うみんなが、何故ゴミがここに来てしまったのかというのを、よく考え、



みんなの生活、職場の中で少しでも環境に興味をもってもらい、行動に変容が現れることが、どん

な科学技術よりも大きな効果が現れると信じています。 

 

④地区 具体的行動指針 

1 ロータリーの新しい重点分野「環境の保全」の推進 

この目標については既に完了しております。詳しくは 10/16（土）にクラブの代表の方に来て

頂いて説明会があります。 

きっかけ：池田ガバナー年度のニューイヤーミーティングでテーマを環境問題にしたこと。 

     高萩 RC の大髙さんが、みんなで海岸清掃をしないかと提案した。 

そして、2 月の国際協議会で、私から同期のガバナーに、一緒に海岸清掃をしないかと呼び掛

けたら、34人の同期のガバナーが自分の地区 

でやると言ってくれた。翌日、世界中の 532人 

のガバナーが参加する会議でも、お誘いをしたら 

沢山の国のガバナーがやろうと言ってくれて、 

世界中に拡がることになりました。 

 2820 地区では延期になってしまいましたが 

実際に 9月 12 日には、国内（オホーツク、 

日本海、東シナ海、太平洋、瀬戸内海）ロータリーが市民と共に、同じ日に掃除をすることが出

来ました。世界でも、アメリカを取りまとめてくれたのはヒューストンの同期のガバナーでした。 

他、ウクライナ、フィリピン、韓国、ケニア等。その日の午後には、RI 会長、日本の同期のガバ

ナー、世界中 30 ヵ国 70 人のガバナーを繋いで、セレモニーを行い、自分の国ではどんな活動

をしたのか報告と、環境についての話し合いをして頂きました。 

このように、同じ日に世界中のロータリーが同じ活動をするというのは、このロータリーの歴

史の中で初めてのことだと思います。 

そして驚いたのは、その日台湾では台風が襲って海岸清掃が出来なかったのですが、その翌週

に、台風一過の海岸を清掃してくれて、ちゃんと約束を果たしましたよと報告をしてきてくれま

した。その後も、毎日のように海岸清掃の報告が届いています。 

登録は当初、32,000 人でしたが、報告の参加人数はずっと多い人数が報告されてきています。

おそらく最終的には 50,000 人を超える人が同じ日に海岸清掃ができたのだと思います。 

どうぞ 11 月 3 日（祝水）の海岸清掃は、どうぞ皆様ご協力よろしくお願い致します。 

 2 クラブをサポートする持続可能な地区運営体制の強化 

   ・会員増強 地区の会員数を 2000 名に回復 クラブ２名増強 

 3 質の高い奉仕活動の推進 

   ・セミナー、出前卓話 

   ・青少年への支援 

 4 公共イメージの向上（クラブ協議会にて、公共イメージ委員会の設置） 

   ・海岸清掃も SNS を使って世界に広がった。 

 5 ロータリー財団の活用と支援 

 6 米山奨学会の支援 

 7 ヒューストンに行こう！ 

   国際大会 2022 年 6 月 4日～8 日 

 



ご芳志の寄金、ありがとうございました。 

 

 

***クラブ協議会の様子*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

通常例会を欠席される方は当日午前 10 時までに嶋田副ＳＡＡ（電話 090-4741-4839）に必ずご連絡ください。 

 

ＲＩ第 2820地区・第 7分区  竜ヶ崎ロータリークラブ  

 URL: http://ryugasaki-rc.org/ 
☆例会日：火曜日・12：30～13：30      ☆会長・諸岡佳子  ☆幹事・伊東寂円  ☆ＳＡＡ・小島律子 
☆例会場：松泉閣   〒301-0012 龍ヶ崎市上町 4675      電話 0297-62-0154 

￥10,000 

新井和雄ガバナー（下館 RC） 

￥5,000 

阿部君  新井ガバナー御一行様、ようこそ竜ヶ崎 RC へ。 

荒井君  新井ガバナーの訪問を歓迎して。 

（又、ネームプレートを持ち帰りました。） 

池田君  新井ガバナーを歓迎して。 

RB 会 9 月優勝しました。 

西村君  新井ガバナー御一行様を歓迎して。 

毛利君  新井ガバナー御一行様、ようこそお出で下さい

ました。何卒よろしく御指導お願い致します。 

山崎君  新井ガバナー、早瀬副幹事、根本ガバナー補佐、

臼井セクレタリー、本日はよろしくお願いしま

す。 

￥3,000 

伊東君  新井ガバナー御一行様を歓迎して。 

北原君  新井ガバナーようこそ。 

     私事ですが、今般異動で転出することになりまし

た。2 年 10 ヶ月皆様には大変お世話になりました。 

沼崎君  新井ガバナーようこそ龍ケ崎へ。 

渡利君  新井ガバナー御一行を歓迎して。 

￥2,000 

海老原君 新井ガバナー訪問を祝して。 

寺田君  8 月 RB 会で優勝しました。 

 

小計     13 件  ￥  56,000 

累計     97 件  ￥ 414,000 

http://ryugasaki-rc.org/

