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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。

外 部 卓 話
　 箱 岩 克 彦 下館税務署長

　　　　　　　
会 員 卓 話
　 新　井　和　雄 会 員
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『 仲良く　元気で　広げよう奉仕の輪 』　2018－19年度 下館ロータリークラブテーマ

卓　　話         関 　 正 夫 名誉会員

　先程、スマイルへのたくさんの協力を聞いて
いて、どんな話をすべきなのかを考えておりま
した。また、只今皆さんの奉仕の理想の合唱を
聞いていて、会議所青年部の綱領、歌の合唱を
聞いた時のことを思い出しておりました。これ
を何回も何十回も繰り返しているうちに、骨の
髄まで染み渡り、その気になっていくのではな
いか、大変素晴らしいことだと思います。
　私も80半ばとなり、この年迄くると残され
た時間が決まってくるので、その時間をどう過
ごすかが問題である。３年半程前になりますが
脳梗塞を患い、それ以来血液をサラサラにする
薬を服用し、お酒を１日１合～１合半にしてい
るので２日酔いもなくなり、物忘れもなくなり、
現在はいたって快調です。
　明治安田生命の根岸秋男さんが、日刊工業新
聞で次のようなことを言っておりました。
　超高齢化社会を迎えている。わが国は1970
年に総人口に占める65歳以上の割合が70％を
超え、94年には「高齢社会」の水準とされる
14％に到達した。他の先進国に比べて高齢化の
スピードは速く、公共建築や公共交通のバリア
フリー化など社会インフラの整備が追いつかな
い。公的な介護システムもようやく介護保険に
より制度化されたばかりだ。高齢社会に対し、
わが国がどのような手を打つのか。世界が関心
を示している。
人生100年時代　日本の総人口は50年代に１億
人を割り、65 歳以上が約４割を占めると言わ
れる。高齢化の進展とともに、人生100年時代
に突入し、平均寿命は着実に延びていく。健康
に生活できる期間をいかに延ばすかが命題だ。
　16年のデータでは健康寿命は男性が72.14
歳、女性が74.79歳と過去最長になったが、平
均寿命との差は男性が8.84年、女性が12.35
年であり、依然として大きい。平均寿命と健康
寿命の差は、いわゆる治療や介護が必要になる

前例会報告     第2875回   2019/4/24（水）

会 長 挨 拶 　  永 井 啓 一  会長 
　本日のお客様を紹介します。関名誉会員です。

大変お忙しい所都合をつけて頂きありがとうご

ざいます。関名誉会員は、皆様ご存知であると

思いますので、これからもご指導ご鞭撻お願い

申し上げます。

　本日の卓話をお願いしております。宜しくお

願い致します。

　今月は、母子健康月間です。４月24日（日）

2820地区大会、朝７時から午後６時までお疲

れ様でした。記念講演では、杉本彩さんの「人

と動物がともに暮らせる社会に向けて」との演

題で聴講させて頂きました。当日は、下館クラ

ブは吉原葵ローターアクト会長国際協議会報

告、神山芳子会員が「ポリオのない世界のため

の奉仕賞」で受賞され、ロータリー財団学友会

会長で潮田幹事が登壇、新井和雄会員がガバ

ナーノミニーデジグネートで紹介され、会長と

して名誉ことと存じました。

　連絡事項ですが、神山会員のＲＣ受賞祝賀会

が高橋ガバナー主催で５月22日（水）10時30

分登録、11時から13時ダイヤモンドホールで

行います。吉原葵国際協議会参加祝賀会５月

23日午後７時から竹野ガバナー補佐主催でダ

イヤモンドホールで行います。５月17日（金）

７ＲＣゴルフ大会が行われますので参加お願い

します。下館ＲＣが幹事クラブですのでご協力

お願いします。詳しくは担当委員会より連絡が

あります。ご協力お願いします。

幹 事 報 告   　　  潮 田 武 彦 幹事
○The Rotarian 受理

○下妻ＲＣより会報受理

○しもだて紫水より、この指とまれ「ペンシル

プロジェクト」賛助クラブに事業報告書

○神山会員祝賀会の出欠確認いたします

７ＲＣゴルフ大会のお知らせ 
関 谷 　 徹 実行委員長

　５月17日（金）７ＲＣゴルフ大会が行われま

す。当クラブがホストとなっておりますので、

多くの皆さんの参加をお願い致します。



『 ロータリーの心と力を地域社会へ 』　 2018－19年度 国際ロータリー第2820地区テーマ

ラブの活動の哲学的および実際的な規準である。
1. 奉仕の第一部門であるクラブ奉仕は、本クラ
ブの機能を充実させるために、クラブ内で会員
が取るべき行動に関わるものである。
2. 奉仕の第二部門である職業奉仕は、事業およ
び専門職務の道徳的水準を高め、品位ある業務
はすべて尊重されるべきであるという認識を深
め、あらゆる職業に携わる中で奉仕の理念を実
践していくという目的を持つものである。会員
の役割には、ロータリーの理念に従って自分自
身を律し、事業を行うこと、そして自己の職業
上の手腕を社会の問題やニーズに役立てるため
に、クラブが開発したプロジェクトに応えること
が含まれる。
3. 奉仕の第三部門である社会奉仕は、クラブの
所在地域または行政区域内に居住する人々の生
活の質を高めるために、時には他と協力しなが
ら、会員が行うさまざまな取り組みから成るも
のである。
4. 奉仕の第四部門である国際奉仕は、書物など
を読むことや通信を通じて、さらには、他国の
人々を助けることを目的としたクラブのあらゆ
る活動やプロジェクトに協力することを通じて、
他国の人々とその文化や慣習、功績、願い、問
題に対する認識を培うことによって、国際理解、
親善、平和を推進するために、会員が行う活動
から成るものである。
5. 奉仕の第五部門である青少年奉仕は、指導力
養成活動、社会奉仕プロジェクトおよび国際奉
仕プロジェクトへの参加、世界平和と異文化の
理解を深め育む交換プログラムを通じて、青少
年ならびに若者によって、好ましい変化がもた
らされることを認識するものである。

この定義は当初、2007年規定審議会において、
四大奉仕として採択された項目ですが、2010
年規定審議会において、さらに第５項目の青少
年奉仕（当時は新世代奉仕）が追加となり、五大
奉仕となっています。ロータリーの奉仕理念と奉
仕活動の実践の両面からの基準となっています。
第一項ではクラブ奉仕の目的を、クラブの機能
を充実させるためにクラブ内で会員が取るべき
行動であると規定しています。
第二項では「ロータリーの目的」の中で述べられ
ている職業奉仕の目的を再掲すると同時に、ロー
タリーの奉仕理念に基づいて事業を営むことが
「会員の役割」として明記されています。職業奉
仕における「クラブの役割」という文言を、定款

期間だ。つまり、この差を縮めれば、社会保障
費の抑制につながり、国民のクオリティ・オブ・
ライフ（ＱＯＬ）を高められる。
「現役」延ばす　「現役」をどのように定義するの
か。平均寿命が延びているのに、いまだに現役
を60歳までと思い込んでいる向きが多い。現
役の区切りは 75歳くらいまでになっても良い
のではないか。そんな議論も必要だ。介護が必
要な人たちを支える現役世代が75歳までにな
れば、そのバランスはとても良いはずだ。現役
の定義を変えなければならない。
　国の社会保険制度を補完し、お客さまに安心
を提供するのが生命保険会社の社会的使命だ。
同時に保険業を通じてお客様のＱＯＬを高める
ことが理念だ。我々が持つ知見やスキルは確実
に健康増進に生かせる。
「健活」始動　当社は４月から「みんなの健活プ
ロジェクト」を本格展開した。健康寿命の延伸
に資する取り組みだ。営業職員による対面活動
を通じて「商品・サービス・アクション」を一体
的に提供することで、新たな価値の創造を目指
す。健康の大切さを確認していても、一人で何
かを始め、続けていくのは難しい。お客様任せ
にせず、対面でアドバイスを与え、継続的に気
づきを提供していく。タイトルパートナー契約
を更新したＪリーグと連携して行う「明治安田
生命Ｊリーグウォーキング」で、参加しやすい
運動機会も提供する。
　毎年の健康診断の結果に応じてメリットがあ
る保険商品や、健診結果データと外部の医療
ビックデータを活用して将来の入院リスクを算
出する疾病リスク予測、健康の維持改善に向け
た助言などをパッケージで提供するＭＹ健活レ
ポートなど営業職員による健康サポートを通
じ、今後もお客様の健康づくりに寄り添いなが
ら継続的に応援していきたい。

ロータリークラブの目的と五大奉仕
ロータリークラブの目的　 

「ロータリーの基礎知識」より

　ロータリークラブの目的は、「ロータリーの目的
（Object）」の達成を目指し、五大奉仕部門に基
づいて成果あふれる奉仕プロジェクトを実施し、
会員増強を通じてロータリーの発展に寄与し、
ロータリー財団を支援し、クラブレベルを超えた
リーダーを育成することである。

五大奉仕の定義
　ロータリーの五大奉仕部門は、本ロータリーク



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

念して。

▼岩﨑　晴男さん　関 正夫名誉会員の卓話を記

念して。

▼百目鬼博行さん　関名誉会員の卓話を記念し

て。ご指導宜しくお願い致します。

▼鈴木　健一さん　ようこそいらっしゃいまし

た。関名誉会員、卓話宜しくお願いします。

▼堀江　　勤さん　関名誉会員の来訪を記念し

て。卓話、宜しくお願い致します。

▼宮田　憲一さん　関名誉会員の卓話を記念申

し上げて。勉強させて頂きます。

▼内山　勝洋さん　関名誉会員の卓話を記念して。

▼箕川　達也さん　関名誉会員の卓話で勉強さ

せて頂きます。

▼薄井　章一さん　関名誉会員の卓話を記念し

て。どうぞ宜しくお願いします。
▼葉　　章二さん　関名誉会員、卓話宜しくお

願い致します。

▼神長　宏寿さん　関名誉会員様、お忙しい中、

お越し下さりありがとうございました。本日

の卓話、楽しみにしております。

本日の合計　34,000 円　累計　955,300 円

出 席 報 告　    内 山 勝 洋 委員長

■メークアップ（敬称略）

３月 27日　2750 地区 卒後コース　神山芳子

３月 28日　2750 地区 奉仕の集い　神山芳子

４月  ８日　会員増強セミナー　神山芳子

　  ～９日
４月 11日　東京四谷ＲＣ例会　神山芳子

４月 14日　地区協議会　 永井啓一・岩﨑晴男

　　　　　　　 神山芳子・鈴木光則・新井和雄

　　　　　　　 早瀬浩一・宮田憲一

４月 16日　地区大会記念ゴルフ大会
　　　　　　 　永井啓一・潮田武彦

４月 16日　国際友好協会日本語教室入学式
　　　　　　　 永井啓一・潮田武彦　

上で削除したことにも大きな意味があります。
第三項では「目的」には直接記載されていない
社会奉仕の定義が明記されています。その対象
をクラブの所在地域または行政区域内に限定し
ています。
第四項では「ロータリーの目的」とはかなり異なっ
た定義となっています。「他国の人々を助けるこ
とを目的としたクラブのあらゆる活動」はＲＩ戦
略計画・未来の夢計画を踏まえたものです。さ
らに国際理解、親善、平和を推進するためのす
べての活動をこれに加えることによって国際奉
仕の活動の場を広げた解釈となっています。
第五項では指導力養成活動、社会奉仕プロジェ
クトおよび国際奉仕プロジェクトへの参加、世界
平和と異文化の理解を深め育む交換プログラム
を通じて、青少年ならびに若い成人によって、
好ましい変化がもたらされるとしています。

スマイルＢＯＸ 葉 　 章 二 委員長

▼関　正夫 名誉会員　

▼永井　啓一さん　関名誉会員の卓話、楽しみ

にしておりました。宜しくお願い致します。

▼潮田　武彦さん　下館ＲＣ名誉会員 関正夫様

の卓話を記念して。ご指導宜しくお願いします。

▼永盛　　武さん　関名誉会員の卓話を記念して。

▼早瀬　浩一さん　名誉会員 関様、ようこそお

出下さいました。卓話楽しみにしていました。

▼新井　和雄さん　関 正夫名誉会員の卓話を記

念して。

▼鈴木　光則さん　関名誉会員の卓話を記念して。

▼関谷　　徹さん　関名誉会員、卓話宜しくお

願いします。

▼加藤　昌美さん　名誉会員 関正夫様、ようこ

そお出で下さいました。残念ですが所用の為

中座させて頂きます。

▼小林　一彦さん　名誉会員 関正夫様、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。楽しみにしています。

▼中里　泰久さん　関 正夫名誉会員の卓話を記

念して。

▼神山　芳子さん　下館ＲＣ名誉会員 関正夫

様、本日はようこそお出で下さいました。

▼瀧田　昌甫さん　名誉会員 関さんの来訪を記

念して。

▼新井　利平さん　関 正夫名誉会員の卓話を記

免除

1

病欠

1

欠席数

3

出席数

25

会員数

30


