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筑西市の花　春の花　なしのはな

筑西市は日本で最も古い梨の産地のひとつ。
県の銘柄産地に指定される国内有数の産地
です。梨の白い花は、清楚で気品が漂い優
しさが感じられます。市の繁栄のシンボル
としてふさわしい花です。

筑西市の花　秋の花　コスモス

可憐でありながら、倒れても立ち上がる力
強さを持つ花です。『宇宙』という意味が
あり、市の将来性と可能性を象徴していま
す。また『調和』の意味もあり、４市町合
併で誕生した筑西市をイメージできます。

筑西市の鳥　つばめ

田植え期の田園を飛び交い、躍動感を感じ
させるその姿は、筑西市の将来像にふさわ
しい鳥です。益鳥であり、幸せを呼ぶとい
われています。軒先に巣を作る姿をよく見
かけ、親近感を感じる鳥でもあります。

筑西市の木　さくら

市内の全域に数多くの品種が植栽されており、名所も多く、広く市民
に親しまれています。
春、咲き誇る姿は美しく、存在感があり、また優しさも感じられます。

会 員 卓 話 （５月８日）
　 新　井　和　雄 会 員

　　　　　　　
名 誉 会 員 卓 話
　 関 　 正 夫 名 誉 会員

発行日：平成 31年４月 24日　第 02508号
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・米山オリエンテーション ４月27日 つくば 山水亭

・地区ゴルフ４月16日

7. ローターアクト地区大会

幹 事 報 告   　　  潮 田 武 彦 幹事

○地区財団ニュース３月号受理

○風の便り受理

○財団室 NEWS４月号受理

○他クラブ会報・下妻ＲＣ

○米山記念冊子受理

○地区大会 ４月21日 バス集合場所 旧筑西市役所

　　　　　　　　　　　  ７時集合18 時頃解散

RLY 研修会修了証授与 　

　神山芳子会員に

RLY研修会から教

員の資格を与える

修了証が授与され

ました。

卓　　話         吉原葵下館 RAC会長

　下館RAC会長を務めております、吉原葵と

申します。本日はこのような機会ををいただき

ありがとうございます。

　国際協議会の参加報告ということでお話しを

させていただきます。

　１月16日（水）から18日（金）まで、アメリカ

カリフォルニアサンディエゴで開催されました

「国際協議会」へ参加させていただきました。

　この「国際協議会」というのは、世界中のガバ

ナーエレクトの方々が集まり、クラブ発展や地

域社会の発展のためにアイデア交換をし、次年

度への準備を整えることを目的として毎年RI

主催で開催されています。

　マーク・ダニエル・マローニー会長エレクトの

前々例会報告     第2873回   2019/4/10（水）

会 長 挨 拶 　  永 井 啓 一  会長 

　本日のお客様を紹介します。下館ローターア

クトクラブの吉原葵さんです。過日、国際協議

会のサンディエゴ出席の様子と報告をしていた

だきます。

　今月は母子の健康月間です。過日はお忙しい

中、母子島遊水池での花見例会及びクリーン作

戦に参加していただきましてありがとうござい

ました。催し物は、関先生とお弟子さん達によ

る浅山一伝流の演武をしていただきました。ク

リーン作戦には、ボーイスカウト40名、ガー

ルスカウト20名の皆様、旭ヶ丘自治会120名、

市の担当者４名、国土交通省２名の皆様にご尽

力及び参加を頂きました。約230名でクリーン

作戦及び花見例会を実施する事が出来ました。

この様子が茨城新聞に掲載、ケーブルテレビで

放映されました。市報にも掲載予定です。

　また、ポリオ撲滅の募金活動を実施しました。

発症国は昨年９月18日現在、パキスタン４症

例、アフガニスタン14症例、現在は２ヶ国とも

う少しとなっております。

　４月２日（火）国際ソロプチミストつくば第27

回チャリティゴルフ大会に、百目鬼・新井・薄

井会員と参加して来ました。国際ソロプチミスト

は、女性と女児の教育と生活向上（資金援助等

を含む）を支援している団体です。123の国、

3,000クラブ、75,000人の会員で活動してい

る女性のボランティアです。わがＲＣの母子の

健康月間に共通すべきものがあるのではないか

と思います。ご報告申し上げて挨拶とさせて頂

きます。

理 事 会 報 告   　  潮 田 武 彦 幹事

1.６月プログラム承認

2. 地区大会　マイクロバスの手配と集合場所

3.７ＲＣゴルフ大会　５月 17 日　下館ゴルフ

4. 神山会員祝賀会　実行委員会立上げ

　「ポリオのない世界を目指す奉仕賞」５月22 日

5. 退会届（木幡会員）・新入会員届（助川さん）

6. 今後の地区研修予定

・地区研修協議会 ４月14日 ９：30ホテルクリスタルパレス

・RLI ５月12日８：30 三の丸ホテル 岩﨑会員
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がホストしました「全国RA 研修会」を今月４月

にホストする地区代表です。

　この方は、次年度終了時に卒会となってしま

います。このスラリ細身の地区代表のお二人と

一緒に、三日間参加してきました。

　初日の16日は午後から登録の開始、夜はレセ

プションパーティーが行われました。

　レセプションパーティーには、バリー会長、マ

ローニー会長エレクトお二人とも参加していた

だき、私たちローターアクターも直接お話をさせ

ていただくことができました。（私はホテルの

部屋で寝てしまい、遅れたため参加したときに

はすでにバリー会長は退席されていました）

　選ばれし60人の参加者ですが、各国から１

名～３名ほど開催国であるアメリカは、やはり

一番多く 6 名ほどいました。

中には、ロータリーとの二重会員の方も２名ほ

どいました。ここでも世界のアクターのすごさ、

日本との差を感じました、、、。

　登録ではまず初めに、次年度のグッズをたく

さんいただきました。ちなみにこちらは、ガバ

ナーエレクトの皆さんと同じものを支給されま

した。そして、こちらが今回の参加者です。真

ん中にはマローニー会長エレクトもいらっしゃ

います。

　本会議では、国際大会と同じように、毎回の

テーマについてスピーカーが２名ほどスピーチ

をするのですが、ローターアクターは全員前方へ

席が指定されていました。こういったところで

も、非常にローターアクトに対する歓迎の雰囲気

を感じられました。

　そして、私たちローターアクターが参加する初

めての本会議は、オーストラリアのローターアク

ターによるスピーチでした。

　17日と18日は本会議と分科会が午前と午後

「国際協議会にローターアクトを招待することで、

ガバナーエレクトの方々が、ローターアクトの生

の声を聴き、19-20年度の目標に新しいアイデ

アや戦略を取り入れてほしい」という意向から

史上初めてローターアクトが参加させていただ

くこととなりました。実現いたしました。もち

ろん、応募したらだれでも参加できると言うわ

けではありませんでした。

　今回の国際協議会には、世界のローターアク

ター1,600人の応募があり、そのうちの60人

が選出されました。60人のうち日本人は３名

で、その１人として参加させていただきました。

　ちょうど今から一年ほど前、現在の高橋ガバ

ナーよりこの国際協議会のお話しをいただきま

した。初めは、国際協議会と聞いてもなんのこ

とやらさっぱり、という感じでしたが、せっか

くいただいたお話、もし万が一選ばれたらすご

いことだし、応募するだけ、なんていう本当に

軽い気持ちで応募しました。地区からは４名の

応募で、オンラインで参加申請書を提出し、選

出が行われたのですが、その申請書には、アク

ト歴、なぜアクトへ入会したか、これまでのア

クトでの経験・役職、また今後目指すもの等を

申 し 込 み フ ォ ー ム へ 記 入、提 出、そ し て、

18-19年度が始まった８月ごろに参加決定の通

知をいただきました。

どのような選考基準で選んでいただけたのか、

その点はまだわかっておりません、、、

　それでは、本題を簡単ではございますが、ご

報告いたします。

　１月16日（水）の夕方に成田空港を出発し、

現地時間16日の午前中に到着しました。マン

チェスターグランドハイアットのホテルの中は装

飾も出会う人も見るものすべてロータリーマーク

で溢れていました。

　アーユーローターアクター？とすぐ声をかけて

いただき、始まる前からアクトのウェルカムモー

ドが非常に高まっている印象を受けました。

　一緒に参加した日本人参加者は、2620地区

静岡・山梨の代表中尾宏之くん。この方は、ま

だ大学３年生の二十歳です。大学のサークル活

動としてアクト活動が認められているクラブで

活動をしています。もうお一人は、2700地区

福岡の地区RA代表 村上弘明さん。昨年、茨城
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クターの力を借りてこのようなことはできない

か？逆に、ローターアクターとしては、ロータリ

アンとどのように関わり、アクト活動の発展以

につなげていけるか？ロータリーもローターアク

トも一緒に成長、盛り上げていける活動方法は

ないだろうか？等。

　毎回１時間と限られた時間の中で本当に充実

した意見交換の時間を過ごさせていただきまし

た。そして、最終日には、ローターアクトのみの

分科会が開催され、今回の本会議と分科会を通

して学んだことをどのように自分の地区で生か

していきたいか、世界のローターアクトと意見交

換をしました。

　私たち日本人参加者は、同時通訳を使用して

の参加だったため、通訳との時間差が起きてし

まい、思うように発言ができないことが非常に

もどかしく感じられましたが、参加したローター

アクター全員が非常にしっかりとした意見を

もって発言、意見交換をすることができ、世界

のアクターをじかに感じることができました。

さすが60人の一人に選ばれただけあるな、、、

と自分もそのうちの一人ながら感心してしまい

ました、、、。

　バリー会長も、マローニ―会長エレクトも来て

くださり、お話しをしていただけました。

　最終日の終了晩餐会は円卓になっていたので

すが、私たちローターアクターが指定されたテー

ブルには、かならずＲＩ理事の方もいらっ

しゃって、普通では考えられない状況で、経験

することのできない晩餐会を楽しませていただ

きました。本会議が行われた会場で、1,300人

余の参加者が晩餐会を楽しみました。

　サンディエゴでの３日間は、これからの人生

において、ローターアクトとして活動していくな

かで経験することのできない非常に貴重な時間

を過ごさせていただきました。　

　日本中すべての地区のガバナーエレクトとお

話をさせていただけたこと、同じ空間で意見交

換をさせていただけたこと、また、なかなかお

会いすることのできないRI日本理事の方ともお

話をさせていただけたなど、普通のローターア

クターでは考えられない経験をたくさんさせて

いただきました。

２回行われ、17日にはFestivalNightと、最終

日には晩餐会にも参加させていただきました。

　また、その後の本会議では、次年度RI理事の

三木さまが司会をされていました。毎回本会議

の後には分科会が開催され、日本のガバナーエ

レクトの方々15人程と、ローターアクト１名か

２名で２グループ構成され、事前に研修を受け

た研修リーダーを中心に様々なテーマについて

話し合いをいたしました。全員が同じ立場で意

見交換をするように、ということで、初めは今

までにない環境・空気にとても緊張していまし

たが研修リーダーの方、ガバナーエレクトの皆様

方が、私たちローターアクターを優しく迎え入れ

てくださり、徐々に緊張も解け、非常に学びの

多い時間を過ごすことができました。

　ローターアクトも、１つの分科会の参加者、と

いうことでガバナーエレクトの皆様と同じよう

に研修を受けさせていただきました。

　ガバナーエレクトの皆さまとの分科会は３回

行われましたが、それぞれのテーマが「１ロー

タリーの推進」「２会員基盤のサポートと強化」

「３変化を導く」でした。このテーマについて、

事前に配布されたハンドブックをもとに、研修

リーダーの進行のもと分科会は行われました。

　どれも、ロータリーばかりでなく、ローターア

クトにも通ずることばかりで、現在、2820地

区において、下館RACにおいて、大きな役割

をいただいている私にとっても、非常に勉強に

なることばかりでした。

①ロータリーの推進のテーマでの分科会では、

一般の方へのロータリー活動のＰＲ方法について。

②会員基盤のサポートと強化では、新入会員を

増やすためにどのような行動を起こすか、新入

会員に長くロータリー活動をしてもらうために、

現存メンバーはどのような配慮をするべきか。

③変化を導くでは、時代とともにロータリーで

の活動内容、クラブ内でも様々な変化が起きる

中、その変化にどのように対応し、クラブを衰

退させることなくさらなる発展へとつなげてい

くのか。以上のようなことについて、ガバナー

エレクトの皆様とセッションをさせていただきま

した。

　私たち、ローターアクターがこの意見交換に参

加させていただけたことで、ローターとしてはア
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▼永盛　　武さん　吉原アクト会長の卓話を記
念して。

　※ロータリーで気づく、結婚記念日。

▼新井　利平さん　吉原さんの卓話、楽しみに
しております。宜しくお願いします。

▼岩﨑　晴男さん　今日は冷たい雨が降ってい
ます。

　今夜、次年度準備理事会が始動します。

▼新井　和雄さん　下館ローターアクトクラブ吉
原会長の卓話を記念して。

▼百目鬼博行さん　吉原さんの卓話、楽しみに
しております。

▼小林　一彦さん　下館ＲＡＣ会長 吉原葵様、
ようこそお出で下さいました。卓話宜しくお

願い致します。

▼神山　芳子さん　吉原葵さん、益々のご活躍
を楽しみにしています。

▼鈴木　健一さん　下館ローターアクトクラブ会
長 吉原さん、国際協議会報告お願いします。

▼宮田　憲一さん　吉原下館ローターアクトクラ
ブ会長の卓話を記念して。楽しみにしていま

した。

▼鈴木　光則さん　下館ＲＡＣ吉原会長の卓話
を記念して。

▼早瀬　浩一さん　下館ローターアクト会長 吉
原葵さん、ようこそお出で下さいました。卓

話、宜しくお願いします。

▼内山　勝洋さん　下館ローターアクトクラブ会
長 吉原様、本日の卓話宜しくお願い致します。

▼薄井　章一さん　吉原さん、卓話宜しくお願
いします。

▼神長　宏寿さん　吉原さん、卓話楽しみです。

本日の合計　78,000 円　累計　921,300 円

出 席 報 告　    内 山 勝 洋 委員長

■メークアップ（敬称略）

４月 ２日　国際ソロプチミストつくば
　　　　　　　　　チャリティゴルフ大会
　　　　　  永井啓一・新井和雄・薄井章一

　　　　　  百目鬼博行

そして、帰国した今、国際協議会に参加した３

人のローターアクターの一人、として本当にたく

さんの方からお声かけをいただいております。

　現在、各地区にてローターアクト年次大会が開

催されていますが、どの地区に参加しても、ガ

バナー、ガバナーエレクトの方が皆さま口をそろ

えて、RIにおけるローターアクトの重要性につ

いてお話しをされています。

　このように、世界的にもローターアクターが注

目されるこの年度に、国際協議会に参加させて

いただけたことは本当に貴重なことだったのだ

と、既に帰国して３か月がたちましたが、改め

て感じております。

　今回、経験させていただいたこと、簡単に今

後に生かしますとするのではなく、どのように、

いつまでに、具体的な目標を掲げて実行いてい

きたいと思います。

　会員が少くなり、活動もいまいち盛り上がり

にかけてしまっている下館RACをまずは立て

直していけるよう、国際協議会に参加させてい

ただけた誇りと責任をもって、今後も活動をし

ていきたいと思います。

　以上、私からの国際協議会活動報告とさせて

いただきます。

スマイルＢＯＸ  神 長 宏 寿 委員

会 員 誕 生　内山勝洋さん・宮田憲一さん

パートナー誕生　関谷　徹さん・永井啓一さん

　　　　　　　早瀬浩一さん・百目鬼博行さん

結 婚 記 念　瀧田昌甫さん・永井啓一さん

　　　　　　  中丸　健さん・永盛　武さん

　　　　　　  中里泰久さん・百目鬼博行さん

▼永井　啓一さん　吉原さんの卓話、楽しみに
しております。宜しくお願いします。

▼潮田　武彦さん　本日は下館ＲＡＣ会長 吉原
さんの卓話を楽しみに来ました。宜しくお願

いします。

▼加藤　昌美さん　ローターアクトクラブ吉原会
長の卓話楽しみです。宜しくお願いします。

▼関谷　　徹さん　下館ローターアクトクラブ会
長 吉原さんの卓話楽しみです。

　今月もニューモラルを配布させていただきます。

免除

1

病欠

1

欠席数

6

出席数

22

会員数

30



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

＊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
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ＲＩ第 2820 地区　2018-2019 年度

　　地　区　大　会
大会スローガン　ロータリーの心と力を地域社会へ

のもと、４月20（土）・21（日）会場：水戸プラ

ザホテル、ザ・ヒロサワ・シティ会館（茨城県

民文化センター）で、バリー・ラシンＲＩ会長

代理に相澤光春ご夫妻（ふじさわ湘南ＲＣ）をお

迎えして開催されました。

　20日は、各種委員会、本会議、歓迎晩餐会を、

21日には本会議、「人と動物が共に幸せに暮ら

せる社会の実現に向けて」と題して杉本彩氏の

記念講演、続いて懇親会が開催されました。

　


