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卯野福弥会長
ロータリーソング「奉仕の理想」
司会 奥山正紀ＳＡＡ

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

補佐の訪問により時間がとれませんでしたので、
各委員会の事業計画については、 本日のみで済
ませたいと思います。各委員長さんには誠に申
し訳ありませんが、 時間の都合上要点のみでの
発表で結構ですのでよろしくお願いいたします。

★出席報告
栩木直行委員長
会 員 数
３２名
出 席 者
２０名
欠 席 者
１０名
出席免除者
２名
メークアップ
１０名
出 席 率
100.0％
★会長挨拶
卯野福弥会長
毎日猛暑が続いています。熱中症にかかった
人は去年の同じ時期に比べて、 およそ２倍で亡
くなった人も10数人にのぼっているそうです。
また、 今日の大子町の気温は38度を超している
そうです。熱中症には十分気をつけてほしいと
思います。
さて、２週間前と今日と２週にわたって各委
員会委員長の事業計画発表を予定していました。
しかし、２週間前には清水貞一第２分区ガバナー

★幹事報告
遊座文郎幹事
・ 2015 ～ 16年度の予算書が７月13日の理事会
で承認されましたことをご報告いたします。
詳しくは、 後日作成します現況報告書をご覧
ください。
・ 来月11日に行われる第28回那珂湊海上花火
大会広告協賛の依頼がありましたが、 例年通
り20,000円協賛いたします。
★委員会報告
ニコニコボックス委員会
栩木直行委員長
磯崎 孝会員……7月22日水戸ホーリーホック
ス「イソザキサンクスマッチ」を開催いた
しました。平日入場者4,832名の新記録で
無事終了いたしました。ご協力ありがとう
ございました。

★ 創立60周年記念事業実行委員会
磯崎 孝委員長
創立60周年記念事業開催日も２ヶ月と迫り、
各委員会も一生懸命ご活躍されており誠にあり
がとうございます。
現在まで７回の委員会を開催しました。そこで
各委員会の推進状況についてご報告いたします。
１．記念行事委員会
ロータリー財団地区補助金申請 2000ドル
５月25日（決定）
電波時計の設置（湊公園）６月26日（決定）
贈呈式 10月５日 予算案 990,000円
２．記念式典委員会
水戸プラザホテル 予約済 10月５日（決定）
予算 約10,000円（交渉中）
２次会 別途 未定
３．総務・記念誌委員会
招待者名簿確認
７月27日
案内状配送予定
７月中
４．台湾基隆扶輪社担当委員会
基隆扶輪社へ那珂湊ロータリークラブの仮
報告をしました
八戸ロータリークラブの状況報告
５．その他
2014年12月5日（金）１回会議
各委員会選出（於 藤屋ホテル）
2015年２月26日（月）２回会議
各委員会の副委員長の及び委員選任・クラ
ブ訪問の参加者と訪問日程の決定
（於 藤屋ホテル）
2015年３月２日（月）３回会議
基隆クラブ参加者５名と幹事の打ち合わせ
（於 藤屋ホテル）
2015年３月19日～ 21日 公式訪問
基隆クラブ訪問（於 台湾）
2015年３月30日（月）４回会議
スケジュールの選定、 60周年記念誌、
記念事業に関する、 各事業委員会の確認
（於 藤屋ホテル）
2015年５月25日（月）５回会議
各委員会事業の確認（於 藤屋ホテル）
2015年６月26日（金）６回会議
各委員会推進状況確認（於 藤屋ホテル）
2015年７月27日（金）７回会議
各委員会推進状況確認（於 藤屋ホテル）
2015年８月28日（月）８回会議
各委員会推進状況確認（於 藤屋ホテル）
2015年9月
９回会議

各委員会最終確認（於 藤屋ホテル）
2015年10月５日（月）
記念事業贈呈式（於 湊公園）
60周年記念式典（於 水戸プラザホテル）
2015年11月 記念誌発行
★ 月信のスタートに当たり
田坂由美子委員長(竜ヶ崎ＲＣ)
このたび、倉沢年度のガバナー月信について、
下記のような編集メンバーと事務局員とで、 ガ
バナー及び各クラブ等からの情報をお伝えする
ことになりました。
「社会から享受するだけでなく、 社会に何等
かの貢献をしよう」これが、 すなわち「自らが
贈物たれ」というＲＩ会長の呼びかけだと思い
ます。
（「世界へのプレゼントになろう」）
。
またこれは、ある意味で私たちロータリアン
にとっての志であり、 志望の原点です。
倉沢ガバナーも「初心にかえり新たなる一歩
を」と地区テーマを決めましたが、 表現は違い
ますが、目指すところは近いと思います。
月信は、こうした皆様の活動志望に役立つよ
うに、 当地区の情報を発信してまいります。皆
様からもお気軽に情報をお寄せください。
偶然ながら、月信に関わるメンバーの多数は、
女性です。気軽に声をおかけ下さい。
編集委員会 委員長 田坂由美子
〃
委 員 荒木 友雄
〃
委 員 川上
勉（龍ヶ崎中央)
〃
委 員 関野 康子
〃
委 員 小島 律子（竜ヶ崎）
★クラブ協議会
「新年度各委員会事業計画」
川﨑通夫会員組織委員長
クラブの会員維持、
増強はクラブの命題で
あります。
一人一人が友人等
に声を掛け合ってロー
タリーの良さや奉仕活
動等の様子を訴えていき、 会員の増強に繋げて
いきたいと思います。会員の皆様のご協力をよ
ろしくお願いします。
那珂湊ロータリークラブも創立60周年であり
ます、 75周年、 100周年と未来に繋がる活動を
していきたいと思っております。

宮崎一雄増強・職業分類・会員選考委員長
随分長い委員会名で
すが、 昨年度を踏襲
して行って参りますの
で、よろしくご協力の
程お願いいたします。
峯岸邦夫ロータリー情報委員長
ロータリー情報委員
会の仕事は、
１．会員候補者にロー
タリークラブにおける
会員の特典と責務に関
する情報を与えること。
２．会員にあらゆるレベルのロータリーの歴史・
綱領・活動に関する情報を提供すること。
３．入会してから最初の一年間、 新会員のオリ
エンテーションを監督することであります。
最近では新入会員がまとまって入会しません
ので、 この様な勉強会を開いておりませんが、
会長の要望があれば開催したいと思います。
※那珂湊ロータリークラブの誕生と歩み
那珂湊ロータリークラブは、 1955年８月15
日(昭和30年)に水戸ロータリークラブをスポン
サーとして結成されました。そして同年９月19日
にＲＩ第2820地区３番目のクラブとしてＲＩより
加盟認証されました。
常盤昌敬クラブ管理運営委員長
クラブ管理運営委員
会は、 出席・ニコニコ
ボックス、 雑誌・会報・
広報、親睦活動、プログ
ラムの四つの委員会を
統括担当しております。
会長、 幹事の方針に従いまして、円滑なクラ
ブ運営を目指して頑張ります。各委員会の皆様、
ご協力をよろしくお願い申し上げます。
栩木直行出席、 ニコニコボックス委員長
ロータリークラブで
は、出席は三大義務の
一つになっております。
また、ニコニコボック
スは皆様より頂いた浄
財は奉仕活動に有効に
使わせて頂きますので、どちらも大切な委員会で
す。
どうかよろしくご協力の程お願いいたします。

金子貞夫雑誌・会報、 広報委員長
昨 年に引き続き雑
誌・会報を担当します
が、 今年はこれに加え
て広報も行うようにな
りました。今年から｢
雑誌月間」がなくなっ
て、 毎月の｢ロータリーの友」の紹介が減ってや
れやれと思ってましたら、 広報が増えてしまい
ました。それなりに出来る限り頑張って卯野年
度のお荷物にならないようにしたいと思います。
鹿志村吉信プログラム委員長
プログラム作成にあ
たって、楽しい例会を考
えて行きたいと思います。
１．夜の例会を多く取
り入れたい。夜の卓話
例会、月見の会、花見
の会、親睦活動委員会と協力して実施したい。
２．
ロータリー月間にあたる各委員会の啓蒙活動。
３．会員の卓話は、 各委員の特徴のある卓話を
期待し、 楽しい例会になればと思います。
高田憲一郎職業奉仕委員長
今までは職場訪問
が多いようでしたが、
今回は趣向を変えて次
世代を担う中学校生
徒にスポットを当てて
みました。
かねてより建設中であった、 ひたちなか市立
那珂湊中学校の校舎が完成したのを機会に、 新
校舎の見学を兼ねて、どのような環境で勉学に
励み、 また他の団体より協力要請があった場合
には検討したいと思います。
私は自分の会社が発展することが職業奉仕の
基本であると考えておりますが、 背伸びしない
で自然体で行きたいと考えております。ご協力
よろしくお願いします。
黒澤利勝社会奉仕委員長
１．湊公園へポール型
のソーラー式電波時計
を設置します
那珂湊ロータリーク
ラブの活動の様子を地
域住民の皆さんに知っ

てもらいたいということで徳川光圀にゆかり
のある、湊公園に設置します。
又、この時計設
置に対してロータリー財団より地区補助金を
申請し受理されています。
２．「キャリアに関わる後援会・人生の先輩の話
を聴く会」と題して昨年度社会奉仕委員会で
実施されましたが、 本年度もキャリア教育後
援会を実施していきます。
菊池眞一郎国際奉仕委員長
１．創立60周年記念事
業に於いて、台湾基隆扶
輪社との交流を深める。
２．
｢この指とまれ」の
参 加も委員会で話し
合って協力していきた
いと思います。
３．他に、会員の皆様方と考えながら事業を行っ
ていきたい思います。
なお、 地区国際奉仕研究会等にも出席し、
勉強して参りたいと思います。
藤咲久光ロータリー財団委員長
７月12日（日）筑西市
で開催されました地区
ロータリー財団研究会
に出席いたしました。
研修内容は「地区補助
金申請状況報告」から
はじまり、「ポリオ根絶と日本・ロータリーの貢
献と可能性」と題した講演を拝聴しました。
午後は「寄付金について」
・
「ポール・ハリス・ソ
サイエティについて」
・
「地区補助金について」
・
「グ

ローバル補助金について」
・
「ロータリー財団奨学
金について」の項目で各担当者から説明を受けた
後、「クラブ参加資格認定証」の授与があり、当
認定証の授与を受け研修会は終了いたしました。
今回は倉沢修市年度最初の研修でしたので、
前年度からの経緯が主で「地区補助金」が中心
であったと思います。補助金は2,000ドルが最高
限度額で我が那珂湊ロータリークラブは８分区
56クラブ中14クラブが2,000ドルを獲得したその
中に入っておりました。創立60周年を念頭に申
請されました卯野福弥会長の尽力の賜物であっ
たと思います。
以上の研修会を参考に１年間活動して参ります。
安藤豊美米山記念奨学会委員長
本年度は、 野上哲
平さん、 根本博さん
両先輩のご指導を受け
ながら委員会の運営を
行って参ります。８月
１日に水戸市において
地区の研修会が行われますが、どうしても都合
がつかず根本博さんにお願いいたしました。何
卒一年間米山奨学会事業に貢献していきたいと
思いますので、よろしくお願いいたします。
奥山正紀ＳＡＡ
毎週の例会がロータ
リーの基本活動です。
今年も１年間を通して
楽しい例会が開催でき
ますよう努めてまいり
ます。

「出席はロータリアンの３大義務の 1 つです」

