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次週のプログラム

今週のプログラム

祇園祭（7月最終週の木曜日から４日間）

玉のような汗を飛ばす男衆の大神輿。
若き女性の肩にゆられる姫神輿。
筑西最大の夏の風物詩「祇園まつり」の
迫力とエネルギーは圧巻です。

イアン H.S.ライズリー 2017-18 ＲＩ会長

下館ロータリークラブ会報
国際ロータリー第2820地区
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　道の駅駅長　鈴木一志様
　土木部参事　伊坂保宏様

品田 賢ガバナー補佐事前訪問　　　　　　　　　　　　
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理事に立候補したい方は、役員及び理事選出規

定第４条３項の規定により、本日から７日以内

に文書（自由形式）により会長に申し出てくださ

い。

理 事 報 告　　　 中 里 泰 久 幹事

１．12月プログラム承認の件

２．第 24回筑西市少年の主張大会

　　下館ロータリークラブ会長賞受賞者招聘の件

３．母子島環境保全協力金募金活動の件

　　（10月27日～29日・５時30分より）

４．ガバナー公式訪問の件

幹 事 報 告　　    中 里 泰 久 幹事

○地区ガバナーエレクト事務所が開設されまし

た。水戸市泉町3-1-28 第 2中央ビル5 階

○バギオ訪問交流の旅の案内が届いておりま

す。バギオ訪問に興味のある方は私までお知

らせ下さい。

○公開講座の社会・職業奉仕の合同委員会が10

月18日ダイヤモンドホールで開催されます。

○水戸・水戸東クラブより週報が届いております。

○11月１日のガバナー公式訪問当日は各委員

長さんの発表がありますので宜しくお願い致

します。

青少年奉仕委員会からのお知らせ

　　　　　　　　　　  島田　茂委員長

　過日開催されました第24回筑西市少年の主

張大会で、下館ＲＣ会長賞を受賞された関城中

学校３年生市村千華さんの発表を、是非皆さん

前例会報告　第2807回　2017/10/4（水）

お　客　様　ようこそ下館ＲＣへ

萩原 亢雄ＰＧ会長（しもだて紫水ＲＣ）

石塚 正夫様（ボーイスカウト代表）

宮本 文江様（ガールスカウト代表）

会 長 挨 拶 　   加 藤 昌 美副会長

　皆さん、こんにちは。今日は永盛会長が先進

地視察との事で、昨日より仙台ＲＣを訪問して

おります。どのようなお土産話を持ち帰るか楽

しみです。そのような訳で、本日は私が一言ご

挨拶を申し上げます。

　さてこの10月は米山月間であります。米山

月間は日本独自の月間ですが、1953年東京Ｒ

Ｃが米山基金として始まったのが発端のようで

す。将来、母国と日本との架け橋となって国際

社会で活躍する優秀な留学生を奨学する事が目

的であります。今年度の2820地区の米山奨学

金寄付額は一人25,000円が目標となっており

ます。普通寄付金は5.000円（会費）、特別寄付

金が20,000円です。因みに2017年 6月30日

現在、クラブとしての寄付累計額では、4,866

万円で2820地区内6番目となっていますが、

昨年１年間の実績では一人当たり12,500円で

あり、下から６番目だそうです。25,000円達

成クラブは56クラブ中25クラブであります。

そして56クラブの平均金額が24,298円との事

ですので、下館クラブの寄付額の低さは際立っ

ております。佐藤米山委員長からお話があろう

かと思いますが、出来るだけのご協力をお願い

したいと思います。

　最後に、2019-2020年度会長ノミニー及び

1 1 月 １ 日 は ガ バ ナ ー 公 式 訪 問 で す
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のですが、現在残っているのはこの日韓会議の

みになってしまいました。来年は仙台開催です

ので多数の参加を期待しております。また私事

ですが、この会議に尽力したということで６名

の表彰者の１人に選ばれました。これも皆さん

方のご協力の賜と感謝いたしております。

卓　　話
　　　　　 石塚 正夫ボーイスカウト代表

ボーイスカウト運動について

　1907年にイギリスで創始者であるロバート・

ベーデン・パウエルが20人の子供たちと行った

「実験キャンプ」が始まりです。現在では世界

の164の国と地域で約4000万人ものスカウト

が活動しています。

目的と基本方針

財団法人ボーイスカウト日本連盟は、ボーイスカ

ウトの組織を通じ、青少年がその自発活動により、

自らの健康を築き、社会に奉仕できる能力と人生

に役に立つ技能を体得し、かつ、誠実、勇気、自

信及び国際愛と人道主義を把握し、実践できるよ

うな教育をすることをもって目的とする。

　ボーイスカウト運動は、誓いと掟の実践を基

盤とし、ベーデン・パウエルの提唱する班制教

育と、各種の進歩制度と野外活動を、幼年期よ

り青年期にわたる各年齢層に適応するように、

ビーバースカウト、カブスカウト、ボーイスカ

ウト、ベンチャースカウト及びローバースカウ

トに分け、成人指導者の協力によってそれぞれ

に即し、しかも一貫したプログラムに基づいて

教育することを基本方針とする。

にもとの要望がありましたので、11月８日に

決まりました。

　また、今週末ライラセミナーが開催されます

が、アクトから２名、関彰商事から１名。神山

さんと私とで参加して参ります。

会員増強委員会からのお知らせ
                                    早瀬　浩一委員長

　今年度、会長目標の５名にと、現在活動して

いるところです。先日お見えになった宮田さん

とも交渉中です。又、衛星クラブも４名であと

４名足りない状況です。どうぞ、皆さん方のご

協力の程お願い申し上げます。

萩原亢雄パストガバナー挨拶

　先程の加藤副会長の米山の話ですが、茨城は

つくば大学など留学生が多数いるせいもあり、

米山奨学金の額はたいしたもので全国４位ぐら

いをずっと維持しております。

先日の日韓会議には、私はどうしても外せない

所用がありまして不参加でしたが、当地区から

は20数名の参加、皆さんの協力に感謝申し上

げます。このような会議も以前は22程あった

1 1 月 １ 日 は ガ バ ナ ー 公 式 訪 問 で す
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ビーバースカウトのやくそく

　ぼく（わたし）はみんなとなかよくします

　ビーバー隊のきまりをまもります

ビーバー隊のきまり

１．ビーバースカウトは げんきにあそびます

２．ビーバースカウトは ものをたいせつにします

３．ビーバースカウトは よいことをします

カブスカウトのやくそく

ぼく（わたし）はまじめにしっかりやります

カブ隊のきまりを守ります

カブ隊のさだめ

１．カブスカウトは すなおであります

２．カブスカウトは  自分のことは自分でします

３．カブスカウトは  たがいに助け合います

４．カブスカウトは  おさないものをいたわります

５．カブスカウトは  すすんでよいことをします

ちかい

ボーイスカウト以上の者。また初めて指導者とし

て加盟登録する者ちかいをたてる

スカウトのちかい

私は、名誉にかけて、次の３条の実行をちかいます。

１．神（仏）と国とに誠を尽くしおきてを守ります。

１．いつも、他の人々をたすけます。

１．からだを強くし、心をすこやかに、徳を養います。

スカウトのちかい

１．スカウトは 誠実である

２．スカウトは 友情にあつい

３．スカウトは 礼儀正しい

４．スカウトは 親切である

５．スカウトは 快活である

６．スカウトは 質素である

７．スカウトは 勇敢である

８．スカウトは 感謝の心を持つ

　筑西一団（下館第３団）は昭和38年10月に発

団しました。発団時より今日まで育成団体の母

体として青少年育成に御理解と物心両面から多

大なご協力を頂いております、下館ロータリー

クラブ様に感謝申し上げます。現在少子化の中

においてもスカウト、指導者、団委員合わせて

72名の仲間で活動しております。これからも、

もっともっと仲間を増員し、この素晴らしい運動

を広げたいと思います。

　平成25年10月には50周年記念式典を開催そし

て記念誌も発刊させていただきました。これから

もご支援、ご協力の程宜しくお願い致します。

 　　　　　 宮本文江ガールスカウト代表

　本日はガールスカウトのお話をする機会を頂

き有り難うございます。

　私は茨城県第28団の団委員長の宮本と申し

ます。どうぞ宜しくお願い致します。また、下

館ロータリークラブ様には発団から今日までご

支援頂きまして心から感謝申し上げます。

　早速ですが、これからガールスカウトについ

ての説明と私達28団の歩みについてお話をさ

せて頂きます。

　まず、初めは「ガールスカウト」とはという事

から入らせて頂きます。

　1910年イギリスで誕生し、日本では1920

年（大９）に活動が始まりました。東京オリン

ピック2020年はちょうど 100年になります。

少女と女性のための世界最大の社会教育運動で

現在146の国の地域で1000万人、茨城県内で

は31ヶ団、1100人の会員が活動しています。

　28団ではスカウト（少女）35人、成人49人、

合計84人が会員登録をし活動しています。

　少女たちは成人会員指導者に見守られ、自分

の興味や関心のあることを大切にし、仲間と共

に活動を計画し実行しています。１人ひとりが

自分自身の生活・活動の中から見つけた課題に

対して出来ることを見つけ、行動していくこと

がよりよい世界をつくることにつながっていき

ます。

　ガールスカウトは人づくりです。ボーイスカ

ウト、ガールスカウト運動の創始者ベーデン・

出 席 1 0 0 ％ を 達 成 し よ う ！



パウエルの願われたことは、この運動によって

「彼らに幸福を」ということです。そしてその幸

福を得る真の方法は「他人を幸福にすることに

よって得る」というものでした。

　この世を去る時あなたの生まれた時よりも世

界がもっとよくなっているように努力しなさ

い。また、「他の人を幸せにしなさい。そうす

ればあなたも幸せになる。」幸福になるためには

「そなえよつねに」の精神を生かして、これを

実行しなければならないと説いております。奉

仕する為には技術を磨いておかなければなりま

せん。

　日頃から知識を高め、技術を磨き何よりも健

康でなければならない。人々の役に立つ、自ら

生き甲斐を感じることのできる、働きのできる

人に成長するように、常に備えよということで

す。

　常に①人格を高めること、②健康を保つこと、

③技術を磨くこと、④人の助けになる働きをす

ることがスカウティングなのです。その全体の

幹であり根であるものが「やくそくとおきて」

です。

　次に活動する形態ですが、子どもの発達段階

に応じて各部門に「育成目標」があります。

　テンダーフット部門（就学前１年）豊かな感

性を持つ。ブラウニー部門（小学１・２・３年生）

自分を表現する。ジュニア部門（小学４・５・６

年生）仲間と協力する。シニア部門（中学生）体

験を通して自分を見出す。レインジャー部門（高

校生年齢）責任ある立場で自分を生かす。

　28団では光徳寺を育成母体に下館ロータ

リークラブ様のご支援を頂いて発団以来、仏様

に見守られ、たくさんの人に支えられて、お陰

様で34年を迎えることができました。

　地域の行事では下館ロータリークラブ主催の

「花見例会・クリーン作戦」、筑西市観光協会へ

の参加協力事業「灯ろう流し奉仕」、「盆おどり

大会」市役所との連携として募金活動（青い羽

根、緑の羽根）等を行い、また県西生涯学習セ

ンターでは毎年開催するボーイスカウト、ガー

ルスカウト一日体験教室「チャレンジ自然体験」

は毎回 100 名を越える応募がありワイドゲー

ムやキャンプファイヤー等で一日中盛り上がり

ます。

もちろん28団独自のプログラムも年間テーマ

のもと各部門それぞれ工夫し実践しています。

「やくそくとおきて」を指針とし「リーダー自身

が楽しくなければスカウトも楽しくない」これ

を肝に銘じ日々楽しく活動しています。成長し

たスカウトたちは少女時代に体験したことに興

味と関心を持ち、それを伸ばし医療分野（医師・

看護師・薬剤師）、老人保健分野（社会福祉士・介

護師）、公務員（教師・消防士・警察官）等で活躍

しております。

　最後になりましたが政治家でもあり、ＮＨＫ

初代総裁でもあり、ボーイスカウト初代総裁で

あった後藤新平が「良く聞け　金を残して死ぬ

者は下だ、仕事を残して死ぬ者は中だ、人を残

して死ぬ者は上だ」とこの様な言葉を残してお

ります。

　ガールスカウトも「人づくり」ですので精一

杯努力していくつもりでおります。引き続き

ロータリークラブ様のご支援宜しくお願い致し

ます。

　本日は有り難うございました。

出席 100％を達成しよう！
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＊欠席の場合は午前10時までにダイヤモンドホール（☎0296－28－8511）へご連絡下さい

4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

しゃいました。有難うございます。

▼潮田　武彦さん　ボーイスカウト代表石塚

様、ガールスカウト代表宮本様、本日の卓話

宜しくお願いします。

　萩原パストガバナー、下館ＲＣへ、ありがと

うございます。

▼島田　　茂さん　ボーイスカウト石塚様、

ガールスカウト宮本様、ようこそいらっしゃ

いました。

▼堀江　　勤さん　萩原パストガバナーの来訪

を記念して。

　石塚代表、宮本代表、卓話宜しくお願い致し

ます。

▼舘野　　博さん　ボーイスカウト代表石塚

様、ガールスカウト代表宮本様、卓話楽しみ

にしています。
▼馬場　　保さん　萩原パストガバナー、よう

こそお越し下さいました。

　ボーイスカウト石塚様、ガールスカウト宮本

様、宜しくお願い致します。

▼鈴木　健一さん　萩原パストガバナー、ボー

イスカウト代表石塚様、ガールスカウト代表

宮本様、ようこそいらっしゃいました。

▼岩﨑　晴男さん　萩原パストガバナー、よう

こそ。

　石塚さん、宮本さん、ようこそ。

▼新井　和雄さん　萩原ＰＤＧの日韓親善会議

での表彰を記念して。

　

本日の合計　39,000 円
累計 331,000 円

出 席 報 告　    鈴 木 光 則委員長

■メークアップ（敬称略）

10月 2日(月）　赤い羽根募金活動出席リスト

　　　永盛　　武　早瀬　浩一　中里　泰久

　　　加藤　昌美　中丸　　健　百目鬼博行　

　　　馬場　　保　永井　啓一　鈴木　健一

　　　岩﨑　晴男　外山　壽彦

スマイルＢＯＸ  新井和雄副委員長

会員誕生　鈴木　光則さん　鈴木健一さん

　　　　　小林　一彦さん　新井和雄さん

▼萩原　亢雄さん　本日はお世話になります。

宜しくお願い致します。

▼加藤　昌美さん　萩原パストガバナー、よう

こそおい出下さいました。

　ボーイスカウト代長石塚正夫様、ガールスカ

ウト代表宮本文江様、本日は宜しくお願いい

たします。

▼中里　泰久さん　萩原パストガバナー様、

ボーイスカウト代表石塚正夫様、ガールスカ

ウト代表宮本文江様、下館ロータリークラブ

へようこそ。

▼瀧田　昌甫さん　パストガバナー萩原さんの

来訪を記念して。

　石塚さん、宮本さん、卓話ご苦労様です。

▼日向野　陽さん　萩原ＰＧようこそいらっ

しゃいました。

▼小林　一彦さん　パストガバナー萩原様、よ

うこそ御出下さいました。ご苦労様です。

　ボーイスカウト・ガールスカウト代表様よう

こそ。卓話宜しくお願い致します。

▼関谷　　徹さん　石塚さん、宮本さんご苦労

様です。卓話宜しくお願いします。

　萩原ＰＧの来訪を記念して。

　今月もニューモラルを配布させていただきます。

▼鈴木　光則さん　ボーイスカウト代表石塚

様、ガールスカウト代表宮本様、本日は宜し

くお願い致します。

▼早瀬　浩一さん　萩原パストガバナーようこ

そおいで下さいました。

　ボーイスカウト代表石塚様、ガールスカウト

代表宮本様、卓話宜しくお願い致します。

▼永井　啓一さん　ボーイスカウト団代表石塚

様、ガールスカウト代表宮本様、卓話楽しみ

にしていました。宜しくお願いします。

　萩原パストガバナー、ようこそいらっしゃい

ました。宜しくお願いします。

▼新井　利平さん　萩原パストガバナー様、よ

くいらっしゃいました。又、本日はボーイス

カウト団、ガールスカウト団代表よくいらっ
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