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千住　博（せんじゅ　ひろし）

1958 年　東京都生まれ
1982 年	 東京藝術大学美術学部絵画科日本画専攻卒業
1984 年	 東京藝術大学大学院修士課程修了　修了制作東京藝術大学買上
1987 年　東京藝術大学大学院後期博士課程単位取得満期退学　研究制作東京大学買上
1995 年　第 46 回ヴェネツィアビエンナーレ ( ヴェネツィア、イタリア )	にて名誉賞受賞、
　	 絵画作品としては東洋人として史上初
2002 年　第 13 回MOA	岡田茂吉賞絵画部門	大賞受賞
	 大徳寺聚光院伊東別院襖絵を奉納
2007 年　「松風荘」襖絵完成（ペンシルベニア、アメリカ）
2009 年	 ベネッセアートサイト直島　家プロジェクト「石橋」母屋「空の庭」完成
2013 年　大徳寺聚光院本院障屏画を奉納
2016 年　平成 28 年度外務大臣表彰受賞
2017 年　第 4回イサム・ノグチ賞受賞
2018 年　日米特別功労賞受賞（ニューヨーク商工会議所）
2020 年　高野山金剛峯寺障屏画を奉納
2021 年	 日本藝術院より「瀧図」（高野山金剛峯寺襖絵）に対し令和二年度（第７７回）恩賜賞
	 および日本藝術院賞授与
	 国宝薬師寺東塔平成大修理奉賛	平成の寶玉に選出され、同奉納
	 出雲大社へ「滝」三点を奉納
2022 年　日本藝術院会員に就任

　

題字：つくば学園ロータリークラブ　　飯泉　智弥 氏

富士流星　6F　日本画
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ガバナーメッセージ

「会員増強・新クラブ結成推進月間」によせて

国際ロータリー第 2820 地区
2022-23 年度　ガバナー

大　野　治　夫

８月は「会員増強・新クラブ結成推進月間」
です。
国際ロータリー第 2820 地区は、会員 2000
名の復活をめざします。そのため、地区
ビジョンを「地区内ロータリークラブが、
ロータリーの目的を理解し中核的価値観
を基に個性あるビジョンを持ち、多様性・
公正さ・インクルージョン（DEI）など柔
軟性を備えた活力あるクラブを目指し、地
域社会や世界社会によい変化をもたらす
ために行動できるよう支援する」としました。
そのビジョンの実現に向けた優先事項は、
１．より大きなインパクトをもたらす
２．参加者の基盤を広げる
３．参加者の積極的なかかわりを促す
４．適応力を高める
としております。
そこで会員増強が必須目標となるかと思
います。増強と言っても、簡単に達成でき
るとは思っておりません。先ずは退会防止
をすることから取り組みましょう。会員の
多様性はあるか、クラブ内でのコミュニ

ケーションはあるか、十分に検討・検証し

ましょう。退会防止ができたら、新入会員

の入会メンバーの人選に入りましょう。会

員一人ひとりが人選に協力する。みんなで

やる。決して人任せにしない。一部の人に

頼らないこと。例会が楽しい、奉仕活動が

出来る、親睦が得られる、友人・仲間が出

来る、異業種交流ができるなどが思えるク

ラブにしていく。また、キャンペーン、ロー

タリー奉仕デー、イベント等の際に大きな

インパクトをもたらす様な行動をする。公

共イメージの向上（Ｔシャツ、ジャンパー

着用、のぼり、パネル）も合わせて行いま

しょう。

そして、一番にしていただきたいのは、若

い人の入会推進に力を入れていただけれ

ばありがたく思います。

会員数２０００名復活・各クラブ純増２名

enjoy life ～人生を楽しむ～
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『クラブのＤＥＩ』
　本年度 5月に規定審議会が開催されまし
た。採択された制定案の一つに、「バラン
スの取れた会員基盤の構築要素に多様性、
公平さ、インクルージョンを加える件」が
あります。この制定案が採択されたことに
より、クラブには次のような努力義務が発
生することになります。
“各クラブは、多様性、公平さ、インクルー
ジョンを推進するようなバランスのとれ
た会員基盤を構築するよう努めるものと
する ”

クラブ奉仕
担当カウンセラー

クラブ奉仕総括委員長

（水戸西）

（水戸西）

髙　橋　賢　吾

星　野　幸　子

カウンセラー・総括委員長メッセージ

　大野年度、クラブ奉仕総括委員長を拝命
頂きました水戸西RCの星野幸子です。
私は、2007 年 4 月 1 日に常陸大宮 RC に
入会しましたが、その後、常陸大宮RCは
RI を２０13 年 6 月末日で脱退してしまい
ました。当時、幹事をさせて頂いておりま
した。
　そして、2013 年 7 月 31 日に水戸西 RC
へ改めて入会させて頂きました。

多様性 (Diversity)：年齢、性別、民族、
宗教、性自認、教育、国籍等の違いを
尊重する
公平さ (Equity)：情報、機会、リソー
スへのアクセスをすべての人に公平な
扱いを保証する
インクルージョン (Inclusion)：歓迎さ
れ、尊重され、評価され、参加できる
ような環境を作る
　もうすでにこの要素のいくつかを取り
入れているクラブもあるでしょうが、この
ＤＥＩを、クラブがすぐに適用することは
難しいと思います。少しずつ、各クラブで
必要とされる項目を取り入れて行くこと
です。そのためには、クラブ戦略計画（ク
ラブビジョン）の目標と計画に乗せるこ
とが必要です。クラブの会員増強や公共イ
メージの向上、IT 化等の会員基盤向上計
画の一環として取り上げください。

　このような経緯により、クラブ存続の大
切さ、そのための会員増強・維持がどれだ
け大切か身をもって経験しております。ク
ラブ奉仕総括委員長の職は、そんな私に地
区内 55 クラブのために、しっかりとご奉
仕しなさい、と多くの神となったロータ
リアンの先達より頂いたギフトだと思い、
しっかりと務めさせていただきます。

　さて、クラブ奉仕委員会は、「会員増強
委員会」	「クラブサポート委員会」「公共イ
メージ委員会」「IT委員会」の４委員会で
活動を行っております。
　クラブサポート委員会は、持続可能なク
ラブ運営体制の強化を図るために、皆様の
クラブのビジョン・戦略計画策定のサポー
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職業奉仕月間について
　奉仕の第二部門である職業奉仕の目的
は、事業及び専門職務の道徳的水準を高
め、あらゆる有用な業務は尊重されるべき
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想を生かしていくこ
とと言われております。ロータリーが発足
して間もなく、アーサー・フレデリック・
シェルドンが提唱した「最もよく奉仕する
者	最も多く報いられる」というモットー
のもと、ロータリアン一人ひとりの責任と
して、各々のロータリアンが各自の職場で
個人的な貢献を行ってきました。これから
も職業奉仕の重要性を強調して行きたく
思います。
　さて、ここで職業奉仕について感動を受

野　堀　喜　作

職業奉仕
担当カウンセラー

（つくば学園）

けたカルヤン・バネルジー RI パスト会長
のスピーチを紹介させて頂きます。建築家
だった彼は、大手建設会社で受託の設計・
建築を手がけてきました。35 年間の勤務
の末、そろそろ家族と過ごす時間が欲しい
と言って、ある日上司に退職願を出しまし
た。上司は彼の退職を惜しみましたが、最
後にもう一軒だけ家を建ててくれないか
と友人に個人的に頼みました。インドで
は、家を一軒建てるのに通常 4ヶ月から半
年ほどかかります。友人は、その奉仕を引
き受けはしたものの気乗りがしませんで
した。その末に出来上がった家は、建築も
建材も施工もいい加減な粗末なものでし
た。完成した日に上司が点検にやってき
て、友人に向かって「これは君の家だ。長
年の貢献に対する社会からのお礼だよ。」
と言うと、彼に家の鍵を渡したそうです。
このような、その場の思いつきやいい加減
な気持ちで中途半端な仕事をしてしまっ
たことはないでしょうか！？そして、蓋を
開けて驚くことになるのです。責任感も誠
意もなしにやった無責任な仕事の結果を

トをさせて頂きます。嬉しいことに、池田
年度、新井年度と 2年連続して、ロータリー
賞を全 55クラブが受賞いたしております。
その体制が途絶える事のないようサポー
トして参ります。
　公共イメージ委員会及び IT 委員会は、
地区並びに各クラブの活動を多くの人に
知ってもらうための活動をサポートして
参ります。昨年全世界で行われた海岸清
掃活動のように、ロータリーの奉仕活動
を他団体との協力のもとに推進していく
のも、公共イメージアップに繋がります。
また、DX 化が叫ばれておりますが、IT
リテラシーが低いクラブにおきましては、
IT 委員会がサポート致します。MY　

ROTARYの登録もあわせてお願い致しま
す。

　そして、会員増強委員会は、会員数
2000 名の回復、クラブ純増 2 名、女性会
員の増強のサポートをして参ります。その
ための出前卓話も、全クラブ回りたいと考
えております。
　現在、160 名　８．６％の女会員がいま
すが、いっぽう、一人もいないクラブが
55 クラブ中 17 クラブあります。

　どうぞ、皆様、クラブ奉仕委員会を活用
し、クラブを盛り上げて参りましょう。
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　職業奉仕という考え方は、他の奉仕団体
にはない、ロータリーの特有の主義主張で
ある。
例えば、ライオンズクラブは「自由、知性、
愛国」を目標に「明るい社会へ身近な奉仕」
を合言葉にしているが、ロータリーはハッ
キリと「仕事を通じての奉仕」Service　
Through　Business」という一枚看板を掲
げて活動している。
　日本のロータリーの第 2代ガバナーの井
坂孝氏（横浜 RC）は、「奉仕の生活とい
うのは決してロータリーの専売ではない。
古今東西至る所に、無私の立派な奉仕生活
を勧める教えというものは、沢山ある。そ
の中で人のためにつくす道は、いろいろあ
るけれども、日常不断にやれるのは、自分
の職業を通じての奉仕で、その実践が即ち
ロータリーなのだ」と言っておられる。
つまりロータリーの本質は職業奉仕以外
にはないということを力説された。それな
のに、今の日本では難しいの、分からない
の・・・・・といって、この大事な奉仕が
ないがしろにされつつある現状は何とも

鈴 木　 冨 士 雄
職業奉仕総括委員長

（つくば学園）

嘆かわしい。ロータリアンが職業奉仕を
旨とすべしという根拠は、標準ロータリー
クラブ定款第 4条の綱領の中に、「ロータ
リーの綱領は、有益な事業の基礎として、
奉仕の理想を鼓吹し、これを育成し、特に
‘’ 事業及び専門職務の道徳的水準を高める
こと；あらゆる有用な業務は尊重されるべ
きであるという認識を深めること；そして
ロータリアン各自が業務を通じて、社会に
奉仕するために、その業務を品位あらしめ
ることを鼓吹育成することにある」、更に
続いて同条の第 3に「ロータリアンすべて
が、その・・・・職業奉仕・・・・に常に
奉仕の理想を適用すること」とある。
このように、条項の内容が相当難解なの
で、この綱領を読んだ時点で、さてさて職
業奉仕というのは難しいものと思い込ん
で、この一頁だけで本を放り出してしまう
のが、その原因ではないだろうか？。
　そこでこの綱領の言わんとするとこ
ろをもっとやさしく言い換えるならば、
「ロータリーでいう職業奉仕というのは、
自分の職業に対し誇りと愛情を持って、そ
の経営には最大級の努力を払うが、その方
針は、単なる金儲けばかりを目的とするの
ではなく、所謂ロータリー精神というか、
奉仕の精神というか、或は、フォアウエイ・
テストの精神というようなものを汲み入
れて、企業の道徳的水準を高め、その職業
を通じて社会に貢献する。尚欲を言えば、

見て、もっとしっかりとした仕事をすべき
だったと悔やむことになるでしょう。
　職業奉仕は、私達がベストを尽くして仕
事をし、また規範をして生きていくための
手助けとなるのです。とのお話でした。
　最後に、職業人としてのロータリアンの
心構えをロータリーの倫理基準から具体
的に記述したものが「ロータリー倫理訓」

だとすれば、それをロータリアンのみなら
ず、一般の職業人にも理解できるように、
簡潔かつ的確にまとめたものが「四つのテ
スト」です。この四つのテストをよく理解
し、活用して職業奉仕も進めて行きたく思
います。皆様と一緒に研修し、実践して行
きたく思います。1年間宜しくお願い致し
ます。
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更にこの信条を同業者及びその他の友人
達にも勧め誘うこと。」ざっと、こういう
ことになるのではないだろうか。
　それから「経営には最大級の努力を払
う」ということは言うまでもない。
ある人が例会はもちろん、クラブの行事や
地区協議会、IMや地区大会に欠かさず出
席する程、熱心な会員だったが、なぜか
事業が左前になってしまった。誠に残念な
ことだが、はたして、この人が本当のロー
タリアンであったかどうか・・・・疑わし
いということも言える。仕事があって、始
めてロータリーがあるのでロータリーの
本当の精神は、まず自分の仕事に真面目に
真剣に取り組んでやることだと思う。近代
資本主義の世界になってからは、大量生
産、大量消費の時代に入り、何が何でも金
儲けが目当てとなり、金儲けの為なら法に
ふれない限り何をやってもいいんだとい
うような世の中になってきている。元来人
間というのは、根本において利己的な存在
だが、しかし人間がこうした本能の赴くま
まに生きていったら、必らずしっぺ返し
が来る。人間の生き甲斐、幸せというの
は、この利己心を出来る限り、おさえてい
く中で見出せるものであるということを、
ロータリーは手続要覧の中ではっきりと

うたっている。手続要覧の社会奉仕に関す
る 1923 年の声明の中に明示されている。
　「ロータリーは基本的には、一つの人生
哲学であり、それは利己的な欲求と義務及
びこれに伴う他人のために奉仕したいと
いう感情との間に存在する矛盾を和らげ
ようとするものだ。この哲学は『もっとも
よく奉仕する者、最も多く報われる』とい
う実践的な倫理原則に基ずくものだ。」続
いて「ロータリアンはこのロータリーの奉
仕の理念（哲学）を受け入れ、個人個人が
それぞれの個人生活、職業生活、社会生活、
国際生活において、この『奉仕の理念』を
実践に移すこと。」とある。
　次にロータリアンが事業（商売）を行う
にあたって大切なことは、社内教育であ
る。なお、こごの企業及び商店が顧客や
地域社会から信用され高い評価を得るた
めに経営者であるロータリアンが、これか
らの時代に率先してやらなければならな
いことがもう一つある。それは「環境保
全」であるが、社内教育と環境保全は後程、
チャンスがいただけたら述べさせていた
だきたい。最後に「企業は道徳的水準を高
め、もって社会に貢献する」ということが
大切と考えます。

　ようやくコロナ感染も減少に転じ，世の
中の動きも元に戻りつつある昨今です。
　地区の研修会等もズーム会議から、イ
ンパーソンの会議に移り始め本来の形に

保　延　輝　文

社会奉仕
担当カウンセラー

（石岡）

なってまいりました。会員が一同に会した
会議は活気にあふれ、これが本来のロータ
リーの姿であると心より納得した次第で
あります。
　次年度に向けて，社会奉仕活動も活発に
行われようとしております。
　新井年度は、「茨城環境美化プロジェク
ト」を世界的規模にまで発展させ大成功を
収めました。この様に社会奉仕活動は各ク
ラブが単独で行うのもよし、又ある程度の
規模で事業を行う事でも，地域の皆様への
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本年度より、新たに地区社会奉仕委員会総
括委員長を仰せつかりました關本淳一（土
浦ＲＣ）です。コロナ禍による行動制限に
も徐々に光明が見えつつある昨今、各クラ
ブの皆様が具体的にどのような社会奉仕
活動を行い得るのか、そのプロセスやス
キームを共有し、地域に貢献するロータ
リー活動の一助となれるようバックアッ
プして参りたいと存じます。
地区内 55 クラブの皆様が、それぞれに地
域社会への奉仕活動を行っていただいて
おりますが、他クラブがどのような活動を
しているかを把握する統括的・体系的な手
段が、現時点において確立されておりませ
ん。他クラブがどのような継続的な活動を
行い、また新規活動を構築・実行している
かを相互に把握することは、自クラブ活動

關　本　淳　一
社会奉仕総括委員長

（土浦）

の見直しやブラッシュアップ、新規活動の
立ち上げに大きな助けとなるに違いあり
ません。当委員会では、地区内全クラブの
社会奉仕活動をアンケート形式により取
り纏め、これを体系的に分類し、地区ホー
ムページで閲覧・検索可能とすることで可
視化します。これにより各会長・委員長が、
より一層地域に求められる事業の構築を
お手伝いしたいと考えます。
更に、環境問題を積極的に取り上げる大野
ガバナーの方針と、ＳＤＧｓの観点が求め
られる時勢に対応すべく、各事業がどの重
点項目に該当するかを分類し、地区全体・
分区ごと・クラブごと、それぞれが得意と
する分野・不得手とする（手薄な）分野の
可視化も考えております。取り残さない・
取りこぼしの無い奉仕活動の構築にお役
立ていただければ幸いです。
総括委員長初年度となる本年、不慣れな
点・至らぬ点が多々あるかとは存じます
が、職務に真摯に向き合ってまいりますの
で、一年間どうぞよろしくお願いいたしま
す。

アピール度はアップすると確信しており
ます。
　社会奉仕活動は，地域の皆様に有用な事
業をいかに立案し、それと共に地域そし
て、ロータリーファミリーを巻き込んだ事
業にする事が大きな意味を持ちます。さら
にその事業においての公共イメージアッ
プに繋がる多方面の工夫も必要であると
考えます。

　次年度に向けては、過去の各クラブの事
業を参考にそのクラブに合った事業を立
ち上げることも一案です。クラブ全員が事
業の内容を理解し，事業に意欲的に参加し
て頂くことが最も大切であります。
　クラブ会長を始め関係者皆様の御協力
を賜り、社会奉仕委員会活動を大いに盛り
上げて頂けますようよろしくお願い致し
ます。
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　此度、国際奉仕委員会のカウンセラーを
担当する事に成りました、藤居　彰一（日
立RC）です。
　御承知の通り、昨年まで財団委員会に所
属し、国際奉仕委員会共行動を共にさせて
頂きました。
　昨年度は、国際奉仕委員長方針として、
「コロナで遠ざかっているロータリー活動
に加え、国際奉仕の取り組みを、各クラブ・
ロータリアンが “ 関心と興味 “ を持って行
動する」を掲げられ、一部、オンラインに
頼らざるを得ない面もありましたが、関係
先との調整を含めて方針に沿うよう努力
され、実践された事に敬意を表します。
　現在ロータリーでは、「多様性」、「公正
性」、「包括性」が標榜される中、国際奉仕
活動を通じて、諸外国との間で直接これら

藤　居　彰　一

国際奉仕
担当カウンセラー

（日立）

を感じ取れる機会があると思います。
　大野ガバナーは、地区目標として「一人
一人が想像力を持って奉仕する。」を掲げ
られました。　“ この指止まれ ” プロジェ
クトは、各クラブの創意と工夫による提案
が、地区委員会に持ち寄られ、参加クラブ
の合意を得て実行されますし、改善進歩も
参加クラブの創意を反映され実施される
という取り組みです。
　一方、補助金事業につきましては、国際
ロータリー財団委員会の管理を受けるこ
とから、種々の規則に精通している必要が
ある事、英文でのやり取りがあり、親和性
に乏しい面があります。勿論、これらを克
服しているクラブも多数あります。委員会
としては、希望するクラブがあれば、段階
的にこれらの手続を習熟して、グローバル
補助金の受け皿の拡大に努めて行きたい
と考えております。
　財団奨学生に就きましては、コロナの事
情もあり、ここ数年途絶えておりますが、
是非優秀な人事の育成に努めて参りたく、
皆様のご協力を併せてお願い申し上げま
す。

　2022-2023 年度、国際奉仕総括委員長を
仰せつかり、総括委員長も早 3年目と節目
の年を迎えました。コロナ禍という現実に
苛まれ、2年間の行動の自粛やハイブリッ
トといった対面できない状況になってい
ました。しかしながら今年度は、with	コ
ロナ！という世界的な動きもあり、対面式

石　井　康　弘
国際奉仕総括委員長

（水海道）

での研究会（7/23 実施）、セミナーを実施
して参りたいと考えております。
　当地区国際奉仕の看板でもあるWCS「こ
の指とまれ」事業については変化が生じま
した。コロナ禍と紛争です。今までのや
り方では先方とのやり取りも上手くいか
ず、提唱クラブの皆様や他の国との交流を
持っているクラブの皆様も大変ご苦労が
あったことかと存じます。そこで、相手ク
ラブとの相違の元、枠に縛られず年度に縛
られず奉仕活動が遂行されるように変化
をつけていきたいと考えております。
　また、友好地区との交流に関しまして
は、渡航も自由になりつつある昨今（6/29
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　ＲＩＤ 2820 地区における大野治夫ガバ
ナー年度が出発して、早やひと月が過ぎる
時となりました。
地区における各委員会、そして地区内各ク
ラブにおける活動も新体制の下にての新
たな活動が企画され、取組みが開始された
ことと思われます。今年度における意義高
い活動に向かい、積極的な取組みが期待さ
れます時であります。
　こうした折りの 8月ですが、世界に襲い
きている「コロナ」への長期的な対応にて、
多くの面での障害が生じ、人々の生活にお
いても大変厳しい時でもあります。
　しかしこの厳しい過しも、時の流れの中
にて軽減化の現実も見られ始め、平常の暮
しに戻る状況へと向いつつあります。
　ロータリーにおける青少年奉仕は健全
な活動を展開する五大奉仕の一部門であ
り、高田稔美総括委員長の下に、インター
アクト、青少年並びにライラ、ローターア
クト、青少年交換の 4委員会にて構成され、
若き人たちの様々な歩み方や奉仕活動へ

中　村　澄　夫

青少年奉仕
担当カウンセラー

（東海那珂）

の取組みへの支援を主とする組織です。
　そうした中にてのローターアクトに対
する取組みは、いよいよ今年度より国際
ロータリーにおいても、組織の在り方や
ロータリー財団の補助金の利用の仕方等
も含めて大きな進展があり、ロータリーに
おける重き部門として位置付けられて確
たる実績が求められています。
　このような中、ロータリーの当青少年奉
仕委員会の各委員は、4組織における共通
した方針での意義高い活動が期待されて
います。また全部門における活動が展開す
る中にての青少年方々の危機管理は大変
重要なことであり、ＲＩそして RIJYEM
を通じての保護が基本であります。
　社会が大きく変転する政治動向の中、ロ
シアによるウクライナ侵攻が激しく続く
状況の下、今日の世界における世に厳しさ
が進み来る現在でもあります。
　ロータリーは 100 年を越える歴史の上で
様々な奉仕活動が続けられていますが、ま
た新たな決意による取組みが求められる
時とも感じられる昨今です。若い人たちの
人的形成や意義ある実績を目指した活動
への支援、そして海外との交流を通じて育
成する国際性、更には後のロータリー会員
としての期待等々、意義高い支援を重ねら
れますことをご祈念申し上げます。

　

～ 7/4 フィリピン・マニラへ訪問しまし
た）、対面で交流を深めることも可能に
なって参りました。そこで国際奉仕では、
グローバル補助金や国際親善奨学金に関
しても更に力を注いでいきたいと考えて
おります。未だ海外との交流が苦手という
クラブも少なくはなく、また優れた学生を
創出し他国へ送り出すことも含め、研究会

やセミナーを介して各クラブでの卓話や
議論の場が広がる応援と協力を推進して
参ります。
　今年度もいろいろな奉仕活動がスムー
ズ且つ有意義なものになるよう、国際奉仕
委員会として努力してまいりますので、1
年間どうぞ宜しくお願い致します。
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　前年度は、皆様方から多大なご支援を賜
り、国際ロータリー第 2820 地区の第 30 代
ガバナーとしての役目を全うできたこと
に対し心より感謝申し上げます。そして今
年度は、大野治夫ガバナーの指名により、
ロータリー財団総括委員長を仰せつかり
ました。前任者の保延輝文パストガバナー
には、アドバイザーとして引き続きご指導

　青少年奉仕委員会はインターアクト・
ライラ・ローターアクト・青少年交換の 4
つの委員会で構成されています。ジェニ
ファー・ジョーンズ RI 会長、大野治夫ガ
バナーの方針の下で五大奉仕部門の一翼
を担うべく、基本方針として①奉仕活動で
国際社会と地域へ貢献②ＳＤＧｓ実現を
目指す人材育成③危機管理の周知と徹底
④青少年と共に我々ロータリアンも成長
する、の 4点を軸に活動いたします。
「インターアクト委員会」は 8月 21 日日曜
日に茨城キリスト教学園高等学校をホス
トに提唱クラブ・日立港RCにて「インター
アクト年次大会」を開催頂く予定です。地
区内 6校のインターアクトクラブの社会奉
仕、国際貢献等の事業を支援させていただ

新　井　和　雄

ロータリー財団委員会
担当カウンセラー
総括委員長　

（下館）

を頂き、皆様のクラブの奉仕活動が円滑に
行われますよう、縁の下からバックアップ
させていただく所存ですので宜しくお願
い致します。
　今年度の RI 会長ジェニファー・ジョー
ンズ氏が掲げたテーマは、IMAGINE	
ROTARYです。そして、大野ガバナーの
地区スローガンは、enjoy	 life	～人生を楽
しむ～	です。なんと平和的で自由な言葉
でしょう。地球上に暮らす全ての人々が、
平和な世界で、それぞれの人生を楽しんで
いる日々を想像しながら、我々ロータリア
ンができることを実践し積極的平和に取
り組んでまいりましょう。そうしたロータ
リーの活動に参加することが、人生の楽し

高　田　稔　美
青少年奉仕総括委員長

（つくば学園）

きます。「青少年並びにライラ委員会」は
14 歳～ 35 歳のロータリーファミリーや青
少年を対象にリーダー育成のための指導
者プログラム（ＲＹＬＡ）を企画・運営さ
せていただきます。3月開催を目指し学び
の場を提供できるようにリアル開催にて
準備を進めます。「ローターアクト委員会」
は完全自立のための意識変革を促し、地区
大会、全国ＲＡＣ研修、地区協議会等魅力
ある事業構築の支援を進めます。また８Ｒ
ＡＣ（16 提唱クラブ）と連携し会員増強、
組織強化に取り組みます。「青少年交換委
員会」では 3年ぶりに長期交換留学生を派
遣できることになりました。次年度の選
考、オリエンテーションなども準備を進め
ます。また継続している「ポリオ撲滅募金
活動」も取り組みます。社会情勢をみなが
らの活動とはなりますが、未来の礎となる
人材育成のために尽力する所存です。
　今年度もロータリアンの皆様には青少
年奉仕活動へのお力添え、ご協力をよろし
くお願いいたします。
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　八十八峰とは何の事でしょうか？これ
は米山梅吉翁の雅号であり、米山の米の字
を分けて八十八、峰はふるさと富士山と米
山の山から名付けたものです。
　彼は、４１歳の若さで三井銀行常務取締
役に就任し、政府の経済金融に関する委員
会に参画するようになり、三井銀行の米山
から日本の経済人米山へとその地位を確
立させて、民間人として政府委員に交って
外交活動にも身を呈する様になりました。
忙しく仕事に勤しむ中で「新隠居論」を発

みの一つとして数えることができるのが
ロータリアンなのではないでしょうか。
　当地区の積極的平和活動につきまして
は、昨年度の地区大会においてウクライナ
支援の事例を紹介させて頂いた通りです。
リモート会議の定着により、ウクライナの
パートナーであるボンダレンコ直前ガバ
ナーやRC	Rakhiv	Center	of	Europe とは、
綿密な準備をすることができました。そし
て、2 月 24 日の戦争勃発から約 1 ヶ月で
生活物資配給所の運営を開始することが
できました。我々第 2820 地区の皆様から
の寄付は、戦時下に暮らす現地の子どもた
ちの食料や衣料、学用品、玩具などの購
入に使われています。今、ウクライナは、
世界中のロータリアンが注目しています。
ヒューストンで行われた 2022 年国際大会
の本会議では、ウクライナの国旗が入場す
ると、それまで着席していた 11,000 人の
参加者は一斉に立ち上がり、拍手は鳴り止

みませんでした。私は、そのうねりの中で、
第 2820 地区が現地で行っている活動を誇
りに思うとともに、多額の寄付を頂いた第
2820 地区の皆さんを思いだし目頭が熱く
なりました。
　世も、ロータリーも、千変万化の様相
を呈する中でスタートした大野ガバナー
年度には、各クラブへのサポートととも
に、地区のガバナンスに対しても多くの期
待が寄せられています。そうした状況に鑑
み、ロータリー財団委員会としましては、
大野ガバナーの年度方針や新たな指示に
呼応しながら、各クラブの奉仕活動を資金
面からバックアップさせていただきます。
そして、変化の激しい昨今、ロータリー財
団の最新情報を提供して行けるよう、セミ
ナーを実施して行く所存です。
　最後に、地区内会員の皆様方の、ロータ
リー活動、ロータリー財団へのご理解に衷
心より感謝申し上げます。

池　田　正　純

米山記念奨学会
担当カウンセラー

（牛久）

表し、その中で「人間は自分の職掌以外に
何か社会公衆の為に奉仕する事がなくて
は、まだ人間としての義務を十分に果たし
たとは言えない」と説き、隠居後の仕事は
社会の為に尽くすとし人生の後半におい
て、彼自身もこれを実行していく事になり
ます。そして理想の生き方として、東京
R.C. を創立する事で福島喜三次氏とともに
尽力した訳です。
　そして、三井報恩会の設立では初代理事
長に就任してそのかじ取りを任されまし
た。この事業は医療、福祉、農村振興、学
術研究助成など、多岐に渡っており現地を
見てその実情にあった援助を心掛けまし
た。また１９３７年に全額米山の私財によ
る東京港区青山に緑丘小学校を設立し、何
より初等教育が大切であるとの考え方の
元に造られた小学校で、戦後の青山学院初
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　2022-23 年度、国際ロータリー第 2820 地
区米山記念奨学委員会の総括委員長を拝
命いたしました木村美枝子でございます。
どうぞ地区の皆様には一年間よろしくお
願い申し上げます。
本年度の新しい奨学生を昨年度 4 月に迎
え、世話クラブに配属し、カウンセラーの
皆様にお世話いただいております。米山事
業は学校年度の 4月にスタートし、7月に
開催いたします指定校説明会が実質的に
今年度の総括委員長としての仕事始めに
なります。
世界的なコロナ感染症の影響で、大学の留
学生の教育環境が制限され、リモート授業
の日が長期化し精神的なダメージを受け
ながら懸命に異国で生活する彼らを、ロー
タリアンとして「超我の奉仕」で支援して
きました。米山事業を縮小することなし
に、むしろ発展させるには新規な取り組み

木　村　美枝子

米山記念奨学会
総括委員長

（水戸好文）

に挑み、事業前の参加者全員に抗原検査を
実施して、事業を遂行してきました。
さて、ロータリーの理念、哲学は「世界平
和」にあります。人間はなぜ戦争をするの
でしょう。先日 PETS の会場で新井ガバ
ナーがウクライナ募金に取り組み、悲惨な
ウクライナ情勢の情報共有が動画でされ
ました。その動画の視聴後に大野ガバナー
エレクトが登壇される場面では、エレクト
がスクリーンの悲惨な映像に涙され、感情
を抑えて話される姿に会場のロータリア
ンに大野ガバナーエレクトの感情が移入
され、私も戦争の悲惨さに涙しました。
大野ガバナー年度のＲＩテーマ「イマジン
ロータリー」は何故か心の深いところから
感情の表出を伴って強く響きます。地区
テーマは「エンジョイ・ライフ」この対照
的な試みは大野エレクトのお人柄と、おお
らかなリーダーシップの現れで、地区の皆
様を元気づけ、励まされます。
本年度も国際ロータリー第 2820 地区の皆
様におかれましては米山事業に多大なご
理解ご支援を賜りいただけますようお願
い申し上げまして、これまでのご尽力に深
く御礼と感謝を申し上げます。

等部になった前身であります。
　国際ロータリーには R財団の奨学金が
ある事で、日本の寄付金が２分されている
と言う話を聞きました。そして、私が一
昨年参加したサンディエゴでの世界から
５３０人のガバナーエレクトが参加した
国際協議会においても、米山の話は一切出
てきませんでした。
　しかし、米山梅吉翁の精神的遺産である
この事業は将来日本の生きる道は平和し
かない、その未来の日本を世界に理解させ

るにはまずアジア諸国の理解を得てその
国々から一人でも多くの留学生を日本へ
迎え入れ平和日本を膚で感じ取ってもら
い、その為には R財団の奨学事業の様な
しっかりした国際奨学事業を始めること
こそ、日本のロータリーに最もふさわしい
国際奉仕事業ではないだろうかと言い、梅
吉翁のたぐいまれなる愛と平和の精神が
世界の友情のかけ橋として、をこれからも
どんどんかけていく事だと思います。
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髙　橋　賢　吾
ＲＬＩ地区代表 FT

（水戸西）

『ＲＬＩを楽しもう』
　第 2820 地区では、2018 年に初めて RLI
が導入されてから 5 年が経過いたしまし
た。
新型インフルエンザ感染症によるパンデ
ミックのため、3年間活動は休止しました
が、今年の 6 月 11 日に 2022-23 年度会長

を対象とした RLI 研修会を開催すること
が出来ました。会長になる前に研修を受け
ていただき、会長年度でのクラブ運営とク
ラブ活性化に繋げていただくための研修
会となりました。
　さて、RLI の目的は「リーダーを育てる
ことにより元気なクラブを創る」ことで
す。ただ聞くだけの研修ではなく、自ら発
言し、相手の意見を聞くことによってロー
タリーの知識を深め、新しい認識を養う研
修方法です。また RLI の研修は、「ロータ
リーの目的」を現代のロータリーの流れに
沿って議論し、五大奉仕とロータリーの関

髙　橋　賢　吾
危機管理委員会委員長

（水戸西）

『ロータリアンの危機管理』
　ロータリーの危機管理は、青少年奉仕活
動だけに対応するものではなく、ロータ
リークラブとロータリアン自らのハラス
メントに対する行動について適応されま
す。皆さまご承知の通り、「ロータリーの
行動規範」にはロータリーのすべての活動
に、ハラスメントの無い状況を維持するこ
とが求められています。
2か月ほど前、国内のあるクラブ会員 4名
が強制わいせつ罪で逮捕されるという事
件が起こりました。結果として不起訴には
なりましたが、大きな社会問題となってい

ます。地域社会で活動するロータリーが、
その存在価値を否定される事件であり、私
たちロータリアン個人として、ハラスメン
トの行動や発言を強く自制しなければな
りません。
　さて、なぜ危機管理が必要かというと、
ロータリーのステータスやブランドを守
るために必要となるのです。すべてのクラ
ブは、活動の大小にかかわらず地域社会に
根付き、地域社会に認知された奉仕活動を
実践しているからこそ危機管理が重要な
のです。何か起きた時にすぐに対応できる
体制を整えてください。
　そして当地区では、「地区危機管理規定」
並びに「新型インフルエンザ等対策計画
（パンデミック発生時の対応）」を策定しま
した。これらの規定並びに計画書を、クラ
ブでの危機管理計画の参考資料として活
用していただきます様お願い致します。

地区委員長紹介
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連性について考えることによってロータ
リーを改めて振り返る良いチャンスなの
です。RLI の目的とその研修の意義をご理
解いただき、是非一度、RLI を体験してく
ださい。

　本年度も PART1、RART2 そして RAR
T3 の研修を開催する予定です。多くの地
区内クラブ会員の方にご参加していただ
き、ＲＬＩを楽しんでくださいます様お願
いいたします。

保　延　輝　文

ロータリー学友委員会
委員長

（石岡）

　学友は、ロータリーファミリーの一員で
す。
地区内外、または海外で学友がロータリー
に参加する機会を作り、それを推進し、そ
の地区内の学友とのつながりを維持して
いくことが大きな意味を持ちます。学友と
力を合わせて奉仕プロジェクトやファン
ドレイザー（募金活動）を行う事をロータ
リアンに理解して頂きたいと思います。こ
うした協力活動は、地域社会におけるリー
ダーの育成や、学友のロータリー入会や寄
付につながります。
　今年度は、地区内の学友についての認
識、また学友がロータリーファミリーの重
要な一員であるという認識をクラブ、地区
リーダーの間で高めるよう努めたいと考
えます。

　具体的には
１　ロータリープログラムへの参加を学
友に勧める（例：青少年学生にロータリー
アクトクラブへの入会を勧める）
２　クラブや地区の活動（奉仕活動、例会、
地区大会等）への参加を学友に勧める。
　この様にロータリー活動に学友の参加
を促すのには、地区内のロータリアンと協
力することも必要となります。一方、学友
会がその為に支援出来ることも多々ある
ので、地区内のロータリアンとの協力関係
を築くことが大切であると考えます。その
為、関係する地区内の各委員長にも学友会
に参加して頂き、学友への支援をお願いす
る予定です。
　また、学友との協力における長期計画を
立てることも重要なので、ガバナーエレク
ト、ガバナーノミニーにも参加して頂きご
理解を賜りたいと思います。
　学友は未来への無限の可能性を持った
人材です。是非皆様のご協力、ご指導をお
願い致します。
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会員基盤向上セミナー報告

国際ロータリー第 2820 地区
クラブ奉仕総括委員長

星　野　幸　子（水戸西）

　6月 19 日 ( 日 )、つくば市のホテルグラ

ンド東雲において、2022-23 年度の会員基

盤向上セミナーを開催しました。今回も昨

年に引き続き、会場とＺＯＯＭでのハイブ

リット開催となりました。

　冒頭、新井和雄（下館ＲＣ）ガバナーか

ら、「大野年度に向けて、より強いクラブ

を作るための新井年度最後の機会である」

との言葉を頂きました。また、先日行われ

た国際大会に参加し、ダイバーシティを実

感した話などを伺い、世界で活躍するロー

タリアンが身近にいることを感じました。

　大野治夫（つくば学園ＲＣ）ガバナーエ

レクトからは、地区内クラブがロータリー

の目的を理解し、中核的価値観を基に、個

性あるビジョンを持ち、多様性・公平さ・

インクルージョンの柔軟性を備えた活力

あるクラブを目指し、地域社会へ世界に良

い変化をもたらすために行動出来るよう

支援する地区ビジョンについての話があ

りました。

　髙橋賢吾（水戸西ＲＣ）クラブ奉仕担当

カウンセラーは、5月上旬の規定審議会を

うけ 5月 21 日に開催された「規定審議会

結果説明会」に多くの方が参加した事への

御礼と、ＤＥＩの推奨について話がありま

した。ＤＥＩを重視することにより、持続

可能なクラブを実現することに繋がると

強調されました。

　大野年度、クラブ奉仕総括委員長を拝命

した星野幸子（水戸西RC）は、「ロータリー

の一番大切な財産は会員」であることを冒

頭伝え、女性会員ゼロクラブが１７あるな

ど地区の現状を話しました。コロナ禍でも

会員数を大幅に増強している水戸さくら

ＲＣの例を取り上げ、クラブが一丸となっ

て会員増強に取り組む重要性を訴えまし

た。

　吉岡隆久（つくば学園ＲＣ）会員増強委

員長は、クラブの現状を会員・クラブの視

点からと地域社会の視点から評価し、豊富

なデータを基にクラブの多様性、革新性、

柔軟性を説き、地域社会の視点から、クラ

ブの認知度やクラブのありたい姿が戦略

的に構築され、行動に落とされているかを

説きました。つまり、より大きなインパク
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トをもたらし、参加者の基盤を広げ、積極

的な関りを促し、適応力を高めていけば、

地域社会の認知度が高まり、入会者が増え

るという仕組みを話しました。

　各分区のガバナー補佐からは、分区にお

ける現状と大野年度の会員増強・維持の方

針を述べられました。

　そして、大髙司郎（高萩ＲＣ）クラブ奉

仕支援アドバイザーからは、2年連続して

地区 55 クラブが受賞しているロータリー

賞を大野年度も継続し受賞するための説

明がありました。世界ナンバー 1の地区が

当第 2820 地区であり、ロータリアンとし

て誇れるロータリー賞全クラブ受賞を可

能にするため、会長幹事の皆さまに、強く

訴えられました。

　基調講演は、昨年に引き続き、第一地域

ロータリーコーディネーターの菅原裕典

氏（仙台泉ＲＣ）をお迎えし、「ロータリー

の多様性・公平さ・インクルージョン」と

題し、地区のＤＥＩについてご講演を賜り

ました。ご自身の東日本大震災の体験など

を通し、コロナ禍を会員増強ができない言

い訳にしないことや、時代の急速な変化に

ついていくことなどを挙げ、ＤＥＩという

言葉は使っていなかったが、私たちはＤＥ

Ｉを前から実行してきたとの、心強いお言

葉も頂きました。

　菅原氏の講演を受け、大久保博之（水戸

RC）ガバナーノミニーより、お礼の言葉

と自クラブの会員増強活動についてお話

がありました。伝統の水戸ロータリークラ

ブは、昨年 1名の女性会員が入会し、次に

もう一人入会されたお話をされました。

　池田正純（牛久）研修リーダーから総評

として日本の女性活躍を、数値を持って示

され、会員増強には、豊田佐吉翁の「障子

を開けてみよ、外は広いぞ」の言葉を引用

されていました。各発表者への労いの言葉

と菅原氏への感謝の言葉を述べられ、大野

年度への期待を込めてシェカール・メータ

RI 会長の「Each	one、Bring	one」を引用

し、目標を大きく持つことを激励の言葉と

して送られました。以上
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新会員紹介

インフォメーション

水戸南RC

浅野　佑介
■入会年月日
　2022 年６月 17日
■職業分類
　ヨガ関連

笠間RC

髙野　聖也
■入会年月日
　2022 年６月 23日
■職業分類
　医療福祉

土浦RC

松井　泰信
■入会年月日
　2022 年６月 29日
■職業分類
　仏教

日立港RC

宮田　秀昇
■入会年月日
　2022 年 7月 7日
■職業分類
　情報サービス

日立RC

池田　亮
■入会年月日
　2022 年６月 14日
■職業分類
　金属技術

笠間RC

磯　陽介
■入会年月日
　2022 年６月２日
■職業分類
　郵便

つくばシティRC

笠松　裕
■入会年月日
　2022 年６月８日
■職業分類
　生命保険

笠間RC

藪中　裕一
■入会年月日
　2022 年６月２日
■職業分類
　建築

日立中央RC

水上　陽介
■入会年月日
　2022 年６月 20日
■職業分類
　生命保険

　８月　２日（火）　友部RC
　８月　４日（木）　日立港RC
　８月　５日（金）　玉造RC
　８月　８日（月）　水戸さくらRC
　８月　９日（火）　ひたちなかRC
　８月１０日（水）　結城RC
　８月１２日（金）　勝田RC
　８月１７日（水）　東海那珂RC
		８月１８日（木）　下妻RC
　８月１９日（金）　守谷RC
　８月２２日（月）　日立中央RC

 　 2022 年

　８月　６日（土）　職業奉仕研究会
　８月　７日（日）　My	ROTARY勉強会
　８月２８日（日）　米山事業合同セミナー

　８月２３日（火）　日立南RC
　８月２４日（水）　日立北RC
　８月２５日（木）　筑西きぬRC
　８月２９日（月）　岩井RC
　８月３０日（火）　鉾田RC
　８月３１日（水）　大子RC

8月のガバナー公式訪問

８月のスケジュール
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5月会員増強報告・出席報告

分
区

会員増強報告（単位／人） 出席報告（単位／％）

クラブ名
本年末	
会員目
標

期　首	
会員数

6月実績 本年度累計 2022 年
	6 月末日

うち	
女性 例会数 	6 月出席率 年間通算	出席率入会 退会 入会 退会 純増

第
１
分
区

日立 76 72 0 72 3 65.58	
日立南 33 29 0 2 1 4 -3 26 0 4 100.00	 95.03	
高萩 35 33 0 4 1 9 -8 25 0 100.00	
北茨城 32 29 0 0 1 1 0 29 3 3 87.36	 87.15	
日立港 39 37 0 3 0 3 -3 34 3 4 100.00	 97.15	
日立北 33 30 0 30 0 79.69	
日立中央 20 17 0 17 3 100.00	
合　　計 268 247 0 247 12 89.23	

第
２
分
区

那珂湊 27 24 0 1 0 1 -1 23 1 3 88.41	 78.80	
常陸太田 34 32 1 0 1 0 1 33 5 5 73.05	 69.30	
大子 23 21 0 0 0 0 0 21 2 3 76.47	 77.50	
大洗 19 16 0 16 0 81.17	
勝田 29 27 0 1 1 2 -1 26 4 4 72.22	 82.92	
東海那珂 39 33 0 33 0 86.03	
ひたちなか 20 18 0 0 1 0 1 19 2 2 92.11	 85.49	
合　　計 191 171 0 171 14 80.17	

第
３
分
区

水戸 119 116 0 116 2 86.25	
笠間 15 12 0 12 0 71.46	
水戸西 75 73 0 73 10 88.45	
水戸南 84 79 1 3 4 6 -2 77 13 4 77.19	 72.45	
友部 27 25 1 0 0 4 -4 21 0 4 82.96	 77.00	
水戸東 68 66 0 66 3 88.81	
水戸さくら 25 22 0 22 2 83.84	
水戸好文 18 16 0 1 1 1 0 16 16 2 91.18	 84.73	
合　　計 431 409 0 409 46 81.62	

第
４
分
区

古河 59 55 0 2 2 5 -3 52 3 96.10	
境 31 28 0 28 0 83.83	
岩井 10 7 0 7 1 80.16	
古河東 56 54 0 0 3 3 0 54 17 4 84.13	 88.94	
古河中央 42 39 0 39 5 83.78	
合　　計 198 183 0 183 26 86.56	

第
５
分
区

下館 36 34 0 34 4 80.05	
結城 27 25 0 0 0 4 -4 21 0 72.01	
真壁 16 14 0 0 0 0 0 14 0 3 92.85	 94.69	
下妻 34 32 0 0 3 3 0 32 1 3 87.63	 79.53	

しもだて紫水 50 43 0 43 5 88.93	
筑西きぬ 17 12 0 12 1 84.85	
岩瀬 21 19 0 0 0 0 0 19 0 4 82.36	 71.03	

合　　計 201 179 0 179 11 81.59	

第
６
分
区

石岡 19 17 0 1 0 1 -1 16 0 3 82.35	 74.32	
土浦 56 54 0 54 6 78.56	
土浦南 86 83 0 83 5 86.50	
つくば学園 91 88 0 88 0 78.46	
石岡８７ 30 28 0 28 0 4 73.07	 80.96	
土浦中央 15 13 0 13 0 98.48	
つくばシティ 53 51 0 51 7 79.17	
阿見 20 18 0 18 2 78.28	

つくばサンライズ 13 11 0 11 5 67.08	
合　　計 383 363 0 363 25 80.20	

第
７
分
区

竜ヶ崎 38 36 0 36 5 80.79	
水海道 52 50 0 50 0 92.66	
取手 20 17 0 17 1 58.99	
牛久 39 37 0 37 3 79.74	
守谷 6 4 0 0 0 1 -1 3 0 2 100.00	 88.64	

龍ケ崎中央 12 7 0 7 1 95.08	
合　　計 167 151 0 151 10 82.65	

第
８
分
区

鉾田 34 32 0 1 2 4 -2 30 0 4 100.00	 92.60	
鹿島臨海 46 44 0 44 5 74.97	
玉造 10 8 0 1 0 1 -1 7 1 3 100.00	 97.05	
波崎 17 15 0 15 1 94.91	
鹿島中央 21 19 0 0 4 3 1 20 3 3 85.00	 85.36	
合　　計 128 118 0 118 10 88.98	

茨城Ｅクラブ 16 14 0 1 2 4 -2 12 5 7 61.54	 67.58	
地区合計 1983 1835 0 1 2 4 -2 1833 159 61.54	 82.07	

※期首とは７月１日の午前０時時点、末日とは当月末日午後 12時時点とする。
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記後

集編

　大野年度が始まりガバナー公式訪問もスタートしました。大野ガバナーは日々緊張感
を持ちながらも皆様との交流を楽しみにしていますので、充実した訪問が続くことと期
待しております。
　本年度の新企画として “おすすめゴルフ場” を紹介する「私のホームコース」を始め
ました。ゴルファーの皆様はもちろん、ゴルフをしない方にも県内に多々ある素晴らし
いコースの魅力が伝わることを期待しての企画です。各地区役員の皆様にも快く原稿依
頼を受けていただき感謝致します。

第2820地区公式ＬＩＮＥを開設いたしました。
ＬＩＮＥアプリより友達登録をしていただくと、
地区からのお知らせや月信がご覧いただけます。

　月信７月号 P25 年間予定に変更がありました。
　　　　　　　　米山事業合同セミナー（変更前）　９月１０日（土）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （変更後）　８月２８日（土）　　　　　　　　

　筑波山の南西に位置しております。
　チャレンジスピリットをくすぐる戦略性豊
かな林間コースです。（私は少し狭いと思っ
ています）アウトは戦略要素が組み込まれた
メンタルな 9 ホール、インはバラエティに富
んだゴルフが楽しめる 9 ホールです。ミドル
ホールは広々としたフラットな構成で、
ショートホールは正確なショットが求められ
ます。
　ロングホールは豪快なドライバーショット
の醍醐味が楽しむことのできる 18 ホールと
なっております。
　皆様のご来場をお待ちしております。

私のホームコース私のホームコース
国際ロータリー第 2820 地区
2022-23 年度　ガバナー

大　野　治　夫

【筑波東急ゴルフクラブ】
つくば市佐谷 862-1　TEL:029-862-0109


