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四つのテスト
言行はこれに照らしてから

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

世界への
プレゼントに

なろう
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★ 点　　鐘

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　

★ 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　

　８月は会員増強・拡大月間となっております。

今日の例会は皆さんで会員にふさわしいと思わ

れる人の候補者を何人か挙げてほしいと思って

います。できれば女性会員、50歳未満の会員の

勧誘をお願いしたいと考えています。そこで忘

れてならないことは、増強は手段であって目的

ではないということ。ロータリーの奉仕の精神

を広め、親睦と友情を分かち合える仲間を増や

すための手段です。

　さて、昨日は第１回の会長・幹事会が土浦で

ありました。主にクラブ奉仕や職業奉仕等の総

括委員長からの報告、各分区の現況報告があり

ました。懇親会では第２分区内の情報交換が行

われ有意義な一日でした。

　話は変わりますが、一週間前の17日はひた

ちなか商工会議所において「那珂湊焼きそば大

学院　Ｂ-１グランプリ出展支援の集い」の事

前打合会に出席してきました。「Ｂ-１グランプ

リ」とは地域活性化を目的とする街おこしのた

めのイベントのことです。この正式名称は「ご

当地グルメでまちおこしの祭典！Ｂ-１グランプ

リ」と言うそうです。これは昨年10月に行われ

た郡山大会では、全国59の団体が出展し、２

日間で約40万人の方々が訪れたそうです。いつ

しかこの大会が私たちの住んでいる那珂湊で

開催されたら、その経済効果はものすごいも

のになることでしょう。そのような夢がいつし

か実現するよう、今日は那珂湊焼きそば大学

院の関係者をお迎えしております。後ほど那珂

湊焼きそば大学院の詳細について、成松茂学

長のお話をお伺いしたいと思っています。　　               

　

★ 幹 事 報 告

遊座文郎幹事　



本日正午より第２回の定例理事会を開きました

ので、主な点についてご報告します。

① 例会プログラムの変更についてですが、既

にご案内のように、９月７日（月）は18:00より

藤咲久光会員による胴体力体操の卓話があ

ります。また、９月28日（月）は10月５日に電

波時計の除幕式があるため、周辺の除草作

業を実施する予定です。最後に来年の３月

11日（金）を大震災が風化しないよう「東日本

大震災記念の日」と定め、この日に例会を実

施することになりました。これは８月８日の

地区クラブ奉仕・社会奉仕委員会合同研究会

において決定しました。

②「この指止まれ」プロジェクト協賛について

ですが、大子ロータリークラブで実施して

いるタイの小学校への浄水器支援事業に例

年通り、２万円を賛助金として協力すること

にします。

③「那珂湊焼きそば大学院　Ｂ-１グランプリ出

展支援」については、９月18日にひたちなか

商工会議所で開催されます。当ロータリー

クラブからは卯野福弥、藤咲久光、奥山正

紀、川﨑通夫の４名が参加します。これは、

10月３～４日に青森県十和田市で開催される

「ご当地グルメの祭典・Ｂ-１グランプリ」に70

余名が初出場するための支援です。

④ 献血推進事業賛助金については例年通り３万

　 円のご協賛をすることにします。

⑤ 毎年作成している「クラブ現況報告書」の原

稿用紙を本日配布しました。原稿の提出に

ついてですが、９月末までに提出してくださ

いますようお願いいたします。

★ ご当地グルメでまちおこしの祭典

　Ｂ-１グランプリに向けてのご支援のお願い

那珂湊焼そば大学院　　

成松　茂 学長　

　私たち、ひたちなか市の那珂湊焼きそば大学

院は2009年に昔から食べられ続けてきた「地元

ならではの焼きそば」をツールとしたまちづくり

を目標に「那珂湊焼きそばのれん会」の応接団

として設立しました。その目標を達成するため

に地元内外に向け積極的にＰＲ活動を実施し、

より多くの人たちに地元に足を運んでいただく

ことによるまちの活性化を目指すところです。

　この度私たち那珂湊焼きそば大学院は念願

叶って「ご当地グルメでまちおこしの祭典Ｂ-１

グランプリ」に初出展することになりました。

　私たちは設立当初、当時からすでに有名に

なっていたイベントのＢ-１グランプリは知って

いましたが、一過性のブームにしたくなかった

ため出展する意思はありませんでした。しかし、

東日本大震災以降みなさんご存知のとおり当地

に訪れる客足は激減しました。私たちは、自分

たちでできる方法で人を呼び戻そうと考えた結

果、Ｂ-１グランプリへの出展を目指すことにし

ました。当初簡単に出展できると考えておりま

したが、Ｂ-１グランプリというのはグルメイベ

ントではなく、純粋にまちおこしを目指すボラ

ンティアとしての団体の、日頃のまちづくり活

動のお披露目のイベントで、そのため普段のま

ちづくりとしての活動が大事で、その活動を認

められて初めてＢ-１グランプリの主催団体であ

る「ご当地グルメでまちおこし団体連絡協議会、

通称愛Ｂリーグ」に加盟でき、Ｂ-１グランプリ

に出展できるということになります。

　私たちは、2011年に愛Ｂリーグに加盟の申請

を出しました。その後主体的にまた、他の団体

と協力しあいながらまちづくり活動をしてきま

した。ドゥナイトマーケットへは焼きそばの無

料ふるまいから参加し、毎回格安の提供で参加

しつづけてきました。また市内外のイベントへ

の出展ＰＲ、地元にて「俺たちの焼きそば」「う

ちの焼きそば」選手権in那珂湊、那珂湊焼きそ

ば大学院学園祭等のイベントを開催し賑わいの

創出をはかりました。また、まちづくりは人づ

くりであることを信念に高校生たちも巻き込み

ながら活動をしてきました。そんな活動を愛B

リーグに認めていただき、2013年にオブザーバー

会員になり、2014年には準会員、そして今年、

笠間のいなり寿司いな吉会に続き県内では2団

体目の正会員にと、異例の順調さで昇格をみと

められ、念願のＢ-１グランプリに初出展をはた

すことができる運びとなりました。

　これもひとえに支えて頂いた関係各位の皆様

のおかげと感謝しております。Ｂ-１グランプリ

に出展にあたって、まずその規模の大きさです



が、今回は青森県十和田市で開催されますが、

出展団体は全国から62団体。集客数は三日間で

40万人以上を予想しており、また、我々の提供

予定食数は5000食で、これをもってひたちなか

市、那珂湊の素敵さ、楽しさ、元気さをＰＲし

て来ます。このイベントによる地域のＰＲ効果、

経済効果は計り知れないものであります。各出

展団体はそれぞれ50名から70名ぐらいの編成で

参加し、我々も52名で参加いたします。そのう

ち那珂湊高校生が10名、海洋高校生が10名参

加します。これは繰り返しますが、まちづくり

は人づくりの考えのもと高校生たちにまちづく

りの大事さ、楽しさを知っていただき卒業後も

まちづくりに関わり、この地に残り生活していっ

てもらえれば、また、繰り返し下の学年の生徒

にも同じことをしていけたらと考えるところから

です。こうした私たちの考えは両高校の校長先

生にも伝えてあり、ご賛同を頂いております。

　私たちはこれまでこのイベントに出展するた

め数々のイベントにボランティアとして手弁当

で参加し出来る限りの努力で力をあわせ資金を

蓄えて来ましたが、52人ものメンバーとなると

その交通費、宿泊費、食費、ユニフォーム代等

を試算すると、初出展ゆえ、切りつめても不足

しております。そこで皆様には、私たち那珂湊

焼きそば大学院の活動の理念をご理解いただき

まして、何卒ご協力いただければと切に思うと

ころでございます。よろしくお願いいたします。

★ 卓　　話

 「会員増強及び拡大月間について」

鹿志村吉信委員　

　８月はロータリーでは会員増強及び拡大月間

です。会員増強には内部拡大と外部拡大の２つ

があります。

　内部拡大は職業分類の未充填のところや新た

な職業分類を作り入会して頂き、クラブの会員

数を増やすことです。

　外部拡大は、ロータリークラブがまだ存在し

ていないところに、新しくクラブ（最低20名の

創立会員）を設立してロータリーを拡大すること

です。この活動は、地区においてはガバナーは

じめ地区役員とスポンサークラブの協力で行わ

れ会員数を増やす活動です。クラブ拡大は、会

員数増加の牽引車的役割を担っています。

　ＲＩの運営目標は、３つの戦略計画と５つの

中核的価値観で構成されています。

　３つの戦略計画とは　①公共イメージと認知

度の向上　②クラブのサポートと強化　③人道

的奉仕の重点化と増加です。注目すべきは、３

つの項目が夫々関連性をもっていることです。

即ち、人道的奉仕をすれば（結果として、世間

の関心は高まり）自ずと公共イメージが上がり、

公共イメージが上がると（賛同者が増え、会員

増強に繋がり）クラブのサポートと強化に繋が

り、クラブが強化されれば（会員が増強されれ

ば）人道的奉仕がさらに進み、その結果公共イ

メージは上がり、会員が増えクラブは強化され

ます。つまり、よい循環になるということです。

５つの中核的価値観とは　①奉仕②親睦③多様

性④高潔性⑤指導力は、個々のロータリアンが

大切に磨き、実行することであると思います。

　会員増強は、どんな組織にとっても必要なこ

とです。しかし、大切なことは、会員増強を会

員数が少ないからという組織の都合で行うので

はなく、「ロータリーへ入会して、私たちと一

緒にロータリー活動をしましょう！」という気持

ちやお誘いの呼びかけがなくてはロータリーの

特異性が失われるということです。(2015.8月信

№２より)

　今回は４名の新入会員候補者を記載したメモ

用紙をお配りしましたが、他にも候補者がおり

ましたらご記入の上、会員増強委員会までご提

出をよろしくお願いいたします。

★ 前回卓話「暮らしに役立つ諺」続き

○ 三遍回って煙草にしょ

　入念に手落ちがないか確かめてから休憩にし

ようということ。

○ 地獄の沙汰も金次第

　世の中のことは、金さえあればどうにでもな

るということ。

○ 沈む瀬あれば浮かぶ瀬あり

　悪いこともあればよいこともある。世の中悪

いことばかりではないことのたとえ。同禍福は

糾える縄の如し・沈めば浮かぶ



○ 正直は阿呆の異名

　正直といえば体裁はいいが、実際は融通がき

かない愚かな人だということ。世渡りの下手な

正直者を軽蔑したことば。同正直は一生の宝

○ 小人閑居して不善を為す

　度量の狭い小人物は、暇があるとろくなこと

をしないということ。 ▼「閑居」は、することが

なく暇でいること。

○ 食なき者は職を選ばず

　食事にも困るような人には、自分の好きな職

業を選択する余裕などはないということ。

○ 知らぬが仏

　知っていれば腹の立つことでも、知らなけれ

ば穏やかでいられる。当人だけが知らずにすま

しているようすをあざけったことば。

○ 吝ん坊の柿の種

　けちな人に限ってつまらないものに執着する

ということ。 ▼「吝ん坊」は、けちん坊のこと。

○ 死んだ子の年を数える

　死んでしまった子がもし生きていたら、いく

つになっているかと年を数えること。言っても

仕方のない過去のことを思い出して愚痴ををこ

ぼすことのたとえ。同 死児の齢を数える

○ 死んだ子は賢い

　過去のことは、よいことばかりが思い出され

るということのたとえ。死んだ子のよい所ばか

りが思い出されるということから。同 死ぬる子

眉目よし

○ 好きこそものの上手なれ

　好きなことは、飽きずに練習を繰り返すので

上達が早いということ。同 好きは上手の元・道

は好む所によって安し。また、下手の横好き

○ 雀百まで踊り忘れず

　幼いときに身についた習慣は、年を取っても

直らないということ。

○ 捨てる神あれば拾う神あり

　世の中は広いので、自分を見捨てる人もいる

が、反対に助けてくれる人もいる。悪いことが

あっても、あまり落胆することばないというこ

と。「捨てる神あれば助ける神あり」ともいう。

同 倒す神あれば起こす神あり

○ 急いては事をし損じる

　あまりあせって物事を行うと、かえって失敗

をしてしまう。あせらずに落ち着いてことにあた

るべきだといういましめ。同 急がば回れ・近道

は遠道　先んずれば人を制す

○ 雪隠で饅頭

　こっそり利益を一人占めすることのたとえ。

また、食欲を満たすのには場所は選ばないこと

のたとえ。便所に隠れて饅頭を食べることから。

▼「雪隠」は便所のこと。

○ 栴檀は双葉より芳し

　大成する人物は、幼いときから人よりもすぐ

れたところがあるということのたとえ。

○ 総領の甚六

　長男は甘やかされて育つせいか、おっとりと

した世間知らずが多いということ。 ▼ 「総領」

は長男、「甚六」はのろまでお人好しの人の意。

○ 袖すり合うも他生の縁

　道で袖が触れ合うような些細な出来事も、

偶然ではなく前世からの因縁である。どんなさ

さやかな出会いも大切にせよということ。「柚

触れ合うも多生の縁」ともいう。

○ 備えあれば憂いなし

　ふだんから万一に備えて準備をしておけば、

何かがあっても心配はないということ。

○ 損して得取れ

　当面は損をしても、先に大きな利益を得るよ

うにせよということ。目先の利益にこだわるこ

とへのいましめ。

○ 大巧は拙なるが如し

　名人は小細工などしないため、かえって見か

けは下手なように見えるということ。

○ 太鼓も撥のあたりよう

　太鼓は大きく叩けば大きく響く。人の反応も、

こちらの出方次第で変わるということのたとえ。

「出席はロータリアンの３大義務の 1 つです」


