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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　

　国歌斉唱

　ロータリーソング「奉仕の理想」

司会　奥山正紀ＳＡＡ　

★ ビジター紹介

卯野福弥会長　

　ひたちなかＲＣ 清水貞一第２分区ガバナー補佐

　望月明男第２分区ガバナー補佐セクレタリー

★ 出 席 報 告

栩木直行委員長　

会　員　数　　３２名　

出　席　者　　１８名　

欠　席　者　　１２名　

出席免除者　　　２名　

メークアップ　　１２名　

出　席　率　　100.0％　

★ 会 長 挨 拶

卯野福弥会長　

　本日は、清水貞一第２分区ガバナー補佐と望

月明男第２分区ガバナー補佐セクレタリーには、

何かとご多用のところ11月16日のガバナー公式

訪問の事前協議ということでお出でいただきま

して誠にありがとうございます。

　清水貞一ガバナー補佐には一時体調を崩さ

れていたというお話をうかがっておりましたが、

本日元気なお姿を拝見致しまして、私たち那珂

湊ロータリークラブ会員一同安心致しました。

今日もかなり冷え込んでいます。季節柄、どう

ぞご自愛下さいますようお願いいたします。

　さて、清水貞一ガバナー補佐には、これま

でいくつもの点でご指導をいただきました。

・　My Rotary、Club Centralへの活用について

・ Rotary Club Centralへの正確な目標入力を

　するように

・　10月５日に実施する60周年記念例会を、ガバ

　ナー事務所に連絡しておくように

・　ガバナー補佐を９月末までには決めるように

　等、いろいろとご指導をいただきまして本当

にありがとうございました。私としてはその都

度対応してきたつもりですが、まだまだ不十分

な点が多々あると思いますので、本日はご指導

のほどよろしくお願いいたします。

★ 委 員 会 報 告

　出席・ニコニコボックス委員会

栩木直行委員長　



　卯野福弥会長……清水貞一第２分区ガバナー

　　補佐ようこそお出で下さいました。ご指導

　　よろしくお願いいたします。　初孫が誕生

　　しました。

　遊座文郎幹事……本日の事前協議宜しくお願

　　いいたします。

　海後宗郷会員……清水貞一ガバナー補佐よう

　　こそお出で下さいました。

　宮崎一雄会員……結婚記念のお祝い有難う

　　ございました。

★ 例会メモより

卯野福弥会長　

　今月はじめの例会メモに、入会祝、誕生祝、

結婚記念日と会員のお名前が載っております。

これは忘れていたわけでなく、７月から９月ま

では一件もなく、10月に入ってから急にたくさ

んの会員の名前が載るようになりました。良く

お調べになってニコニコボックス等に対応して

頂きたいと思います。

＊＊入会祝＊＊

 ☆ 10月 6日 藤　咲　久　光会員

 ☆ 11月 5日 川　﨑　通　夫会員

＊＊誕生祝＊＊

 ☆ 10月 9日 野　上　哲　平会員

 ☆ 10月 13日 遊　座　文　郎会員

 ☆ 10月 14日 奥　山　正　紀会員

 ☆ 10月 16日 金　子　貞　夫会員

 ☆ 11月 1日 根　本　　　隆会員

 ☆ 11月 2日 鹿志村　吉　信会員

 ☆ 11月 3日 櫻　井　廣　城会員

 ☆ 11月 24日 栩　木　直　行会員

 ☆ 11月 25日 磯　﨑　　　孝会員

 ☆ 11月 29日 菊　本　隆　広会員

＊＊結婚記念祝＊＊

 ☆ 11月 3日 髙　田　憲一郎会員

 ☆ 11月 7日 鯉　沼　勝　久会員

 ☆ 11月 16日 宮　崎　健　一会員

 ☆ 11月 17日 宮　崎　一　雄会員

 ☆ 11月 21日 峯　岸　邦　夫会員

 ☆ 11月 21日 黒　澤　利　勝会員

 ☆ 11月 23日 櫻　井　廣　城会員

 ☆ 11月 30日 磯　﨑　　　孝会員

★ 公式訪問事前協議

　「ガバナー訪問について」

清水貞一第２分区ガバナー補佐　

　11月16日は那珂湊ロータリークラブへの倉沢

修市ガバナーが公式訪問されます。

 本年度の国際ロータリーの会長ラビンドランさ

んのテーマは「世界へのプレゼントになろう」

（Be a Gift to the World）を掲げました。「ギ

フトになろう」とは「プレゼントをしましょう」

とは語彙が異なります。

　私はスリランカ出身のＲＩ会長の奥深い仏教

徒の心意気を感じます。物質的な贈り物も重要

ですが、それにもまして重要なのはロータリーを

通じて我々の持っている多くの知識、才能、仲

間との連携協力などの力を地域社会や世界への

贈り物になれるような高潔性、思いやり、多様

性ある人間になろう、と会長は付言されました。

　そのためには、ロータリー財団の地区補助金

制度も大いに活用して頂きたい。因みに、第２

分区の７クラブはそれぞれ特色ある社会奉仕事

業を実施すべく地区補助金を申請しすべて認可

されております。（別表参照下さい。）各クラブと

も金銭的支援の他にロータリーの心ある支援の

気持ちを忘れなきようお願いします。

那珂湊ＲＣ

予算￥999,000 地区補助金 2,000$ 調整

徳川光圀ゆかりの湊公園に時計を設置し、市に寄

付し公共のイメージ向上に資する。総予算 8,500$

常陸太田ＲＣ

予算￥319,000 地区補助金 1,000$ 調整

大気汚染防止・環境保全教育の一環として星空観

察会事業を支援。観察機器（双眼鏡・三脚等）を

寄付する。予算 2,700$

大子ＲＣ

予算￥270,000 地区補助金 800$ 調整 100$

市内幼稚園児対象、環境保全・郷土愛教育の一環

として久慈川への鮭稚魚放流活動を支援。鮭受精

卵・育成器具等。予算 2,300$

大洗ＲＣ

予算￥280,000 地区補助金 700$ 調整

発達障害児の子育て支援策として相談会の実施、年

５回実施予定。会場費、資料印刷費等。予算額2,400$



　次に、倉沢修市ガバナーの本年度の地区テー

マは「初心に帰り、新たなる一歩を」でありま

す。国際ロータリーの初心とは何だったのでしょ

う？ポールハリスが何故ロータリーを始めたか

についての回答が「淋しかったから」というのは

有名な話です。約20年前の国際ロータリーの年

度テーマに「友達になろう」（Be a Friend）が

記憶されている会員もいるでしょう。ロータリー

の出発点はここにもあるのです。親睦活動委員

会はロータリー活動の原点です。自信を持って

活躍して欲しいと思います。

　新たなる一歩とは「会員増強に注力しましょ

う」であります。ロータリーの会員数の減少に

歯止めをかけ会員数を増加傾向に移行させま

しょう。

　そのためには、古い風習の良き点を残し、改

革すべきは改革しましょう。特に、近年は会員

の平均年齢が高くなっています。もっと、若い

会員、女性会員を増やすように会員みんなで

会員増強に努めましょう。増強は目的でなく活

性化したクラブ活動の努力の成果なのです。

　各位のご尽力に期待いたします。

　「ごあいさつ」

望月明男第２分区ガバナー補佐セクレタリー　

　本日私は清水貞一第２分区ガバナー補佐の運

転手として参った者ですので、何のお話もござ

いません。公式訪問日にはまたお伺いいたしま

すので、その節はよろしくお願いいたします。

ロータリーは出席が大事
　新年度がスタートして１ヶ月が経とうとして

います。地区のガバナーとして最も重要な仕事、

「公式訪問」も数クラブを終えました。事前懇談

の席上出席率やメークのことが話題に上がりま

した。私がロータリーに入会したのは20年前で

した。その時に先輩ロータリアンから言われた

ことは「兎に角出席が第一、顔を合わせて挨拶

をして会話を交わす、これがスタートです」で

した。

　その時“メーク”についても説明を受けました。

Make-upの略、メーキャップは化粧のことと知っ

ていましたが、欠席の埋め合わせをする意味が

あることは寡聞にして知らず。手元の英和辞典

では、「こしらえる、作り上げる、組織する、

化粧する、仲直りする、（不足を）補う、償う」

が挙げられており、米国では追（再）試験を受

ける意味でも使われているとのこと。そう考え

れば化粧も短い（と本人が考えている）まつ毛を

長くしたり、唇の朱を強調したり、頬紅を塗っ

たりと足らざるところを補う行為とすれば納得

できます。まあ補填する、帳尻を合わせるとい

うようなニュアンスをもった言葉のようです。

　現在メークについては、欠席の前二週間また

は後二週間以内に他のクラブの例会か所定の会

合に出席すれば、自己の会員身分を守り、出席

のクレジットを受けることができる、とされて

います。以前は前後一週間で、クラブ数も少な

く、先輩たちは大変な思いをしながらメークを

し、連続出席を重ねたのです。おかげで私は入

会以来メーク、また次に述べるサインメークを

活用して先日19年連続表彰を受けることができ

ました。

　では国際ロータリーでこの規定はいつできた

のでしょうか。「ロータリーのこぼれ話」により

ますと、シカゴロータリークラブの設立から１ヶ

月しかたたない1905年３月23日の例会で連続し

て４回欠席すると会員資格を失う規定が設けら

れています。如何に出席が重視されたかがわか

るでしょう。なおこの規定は現在も生きていま

ロータリー情報２０１５

勝田ＲＣ

予算￥940,000 地区補助金 2,000$ 調整

特別支援学校在学障害者に自立支援策としてカメ

ラ技術習得の職業訓練。パソコンソフト・カメラ

機材費等。総予算額 8,000$

東海那珂ＲＣ

予算￥580,000 地区補助金 1,600$ 調整 100$

児童養護施設入所児童と地域住民とのソフトボー

ル大会を実施し、社会復帰を支援。整備費、大会

後のバーベキュー等。予算 4,900$

ひたちなかＲＣ

予算￥300,000 地区補助金 900$ 調整

勝田特別支援学校在校障害児童の緊急災害時の電

源対策を支援。カセットボンベ式発電機を贈呈す

る。予算総額 2,600$



す。その後1922年国際ロータリー連合会から国

際ロータリーに改称されたときに綱領改正とと

もにメークアップ規定が制定されました、とあ

ります。ちなみに日本のロータリーの発足（東

京ＲＣ）が1920年、大阪ＲＣが1922年です。日

本のロータリーはメークとともに歩んだと言って

もいいかもしれません。

　そのメークに「サイン・メーク」が加わったの

はいつからでしょうか。いや、1922年と制定当

時からあったのかもしれません。現在の手続要

覧には会合が開かれていると思っていったがた

またま休会であった時もメークに認定されてい

る項があり、これが現在の形すなわち休会があ

らかじめ公表されていてその会場に赴いてサイ

ンすればメークと認められるというふうになっ

たのです。多忙なロータリアンにとってサイン・

メークは大変便利です。でも基本はあくまでと

もに例会に参加して他クラブのロータリアンと

言葉を交わし、情報を交換することです。クラ

ブによって例会の運営にも微妙な差があり、そ

れがまた面白い。今の言葉でいえば「ロータリー

の中の多様性」ですね。ガラパゴス島ではあり

ませんが、夫々が独自の進化を遂げている結果

なのでしょう。例会全部でなくてもよい、60％

出席すればメークと認められるのです。ほんと

のメーク、サインメークでないリアルメークを

少しでも多くして交流してほしいものです。

　ロータリアンの三大義務は、ご存じのように、

「例会の出席」「会費の納入」「ロータリー雑誌

の購読」です。何はともあれ例会に出席するこ

とについては、宜しくお願いします。

（あるクラブのガバナー月信より）

「出席はロータリアンの３大義務の 1 つです」

山 上 門（巻頭写真説明）

　山上門は、もとは勅使奉迎（ちょくしほう

げい）のため水戸藩江戸小石川邸（文京区後

楽１丁目）の正面右側に設けられたもので、

後に屋敷内の｢山上」と呼ばれる場所に移築

されたことが名称の由来であるといわれて

いる。昭和11年に名誉市民の深作貞治（ふ

かさくていじ）氏が、当時の陸軍省から山上

門の払い下げを受け、当地に移築しました。

小石川邸の建物のほとんどが失われた現在

では、歴史的に重要な価値を持つといえる。


