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６月１４日（木）例会報告 

会 報 

つ く ば 学 園 ロ ー タ リ ー ク ラ ブ ＿  

岡添年度の後半から増山年度まで、 

約２年間の入会メンバーを集め、増山会長、塚原幹事にも

出席いただき、総勢21名で新人研修会を行いました。 

 

同期生としてのつながりが深まり、 

よい研修会であったと思っております。 

できればもう1回実施したかったと反省しております。 

 

各担当理事・委員長  事業報告 

ロータリー情報委員会           野堀 喜作 委員長  

１ 会員増強 

  各会員の増強意識が会員の増加につながり、本年も純

増1名。RIの目標でもある女性会員の加入は、今年度もな

かった。 

２ 会員選考 

  入会手続きについて、以前に変更があり、文章化して

いないため、やや手続き上に問題がありました。今後の増

強のために、つくば学園RC細則の条文に入会の手続きの項

目を追加することが必要。 

３ 職業分類 

  RIとして新しい職業分類表は1990年発行以来作成され

ていないので、今後も従来の分類表に従って、クラブ独自

の分類を検討する。 

会員増強・会員選考・職業分類委員会 中村 義雄 委員長  
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（上 期） 

 ７月１５日  納涼会（国際奉仕との合同事業） 

 ７月２０日  直前会長・幹事慰労会 

１０月２６日  つくばシティＲＣ、 

        サンライズＲＣとの合同例会  

１２月 ７日  親睦クリスマスパーティ 

（下 期） 

 １月１８日  新年会 

 ４月１２日  観桜会. 

 

（その他） 

会員・奥様の誕生・結婚祝 

誕生祝 ： 会員には日本酒を、奥様にはペアグラスを贈呈 

結婚祝 ： 記念日にお花を贈る 

 上記の通り事業報告いたします。明るく・楽しく・元気よくをスローガンに、親睦活動委員全員一丸とな

り、楽しく取り組んでまいりました。会員各位のご協力に改めて感謝いたします。 

 

引継ぎ事項 

通常例会における“お客様紹介が”一部不徹底でSAAに負担をかけてしまいました。 

ゴルフ大会やボーリング大会の企画をできなかったのが残念です。 

親睦活動委員会              鯨井 規功 委員長  

クラブの行事や活動を記録して、会員や関係クラブ相互のコミュニケーションを深める事に役立てるよう

週単位の会報発行とホームページ更新を行いました。 

Ⅰ 会報 

例会や行事等の活動情報を会員や関係クラブ等へ配布しました。 

・各委員会や同好会の活動状況等の報告 

配布方法 

・印刷による配布（例会時に十数部テーブル毎）    

・メールによる配信（メールアドレス所持会員５８名） 

・ホームページ上での配布（過去３年分の全て） 

・理事会議事録（パスワードで制限をつけての閲覧） 

Ⅱ ホームページ 

会員及び関係クラブ、また一般を含めた方々への各種情報を提供しました。 

・クラブ紹介情報 

・会報情報 

・行事予定情報 

 

反省点 

・各会員の趣味趣向の紹介 

（私の図書館、私の写真館等）が不足がちでした。 

・近隣地域や関心のある事柄の案内と報告が不足がちでした。 

時間の制約上、会報の作成とホームページの更新作業は非常に苦労しました。次年度はうまく分担できる

と思います。  

クラブ会報委員会             齊藤 修一 委員長 
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１  会員の推薦する人の卓話、会員の希望する話題の

卓話を紹介できるようにプログラム編成に努めた。 

 

２  新入会員が、早くロータリー会員に周知されるよ

うに、入会後早めに新入会員卓話を組み、新入会員の仕

事の内容、業界の話題を披露していただき、会員の相互

理解をめざした。 

 

３  招待卓話については、地域社会で活躍されている

各界の講師に依頼し、それぞれの業界の 新の話題や、

歴史、また各会員が仕事を進めていく上で役に立つよう

魅力あるプログラム編成に努めた。  

プログラム委員会             佐藤 裕光 委員長  

クラブ会計は、会員並びに事務局の協力のもと、資金の

受け払い、保管、記帳等会計規則に則り適正に処理する

とともに、クラブ運営資金と、奉仕資金とを厳正に区分

した処理を行いました。 

 

また、理事会及び会員に、年4回の会計報告を行い、資金

の流れについて会員の理解を深めることができました。 

 

 

 

引継ぎ事項、懸案事項等はありません。  

会計委員会                  増山 弘 委員長  

１  ホームページの内容が常にUP TO DATE になっているように気配りし、 新のデータを開示する事に

よって、外部の方々に当クラブの活動をPRしました。 

２  インターネットに不案内な会員には、自宅までお

邪魔して、個人指導でパソコンの使い方を教えました。

数人の会員ですが、少なくてもネットをみるところま

で、漕ぎつけました。 

３  地元紙の常陽新聞、茨城新聞を始め、朝日、読売

等のつくば支社とのコンタクトを欠かさぬように努め、

ロータリー活動を記事に取り上げて貰えるような素地作

りに努力いたしました。 

４  雑誌「ロータリーの友」を通じ、会員各自に他ク

ラブのロータリー活動の情報を知っていただきました。 

雑誌・広報委員会             東郷 治久 委員長  
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１  愛児園の子供たちとの交流会への参加。 

２  特別養護老人施設との交流。 

３  ローターアクトと合同での 

   つくば市内の清掃奉仕活動。 

４  ロータリーの森つくり事業の為の 

   樹木の植栽と清掃への参加。 

 

 

上記事業を、全て実施しました。  

人間尊重・環境保全委員会       染谷 洪一 委員長  

１ ローターアクトの新入会員を６名増強できました。 

２ ローターアクトの活動に協力支援しました。 

  ・祭りつくば、模擬店の出店・国際交流ブースの設置 

  ・TX例会の初開催、例会参加 

  ・愛児園の職業体験例会(地区事業として協力) 

  ・ローターアクト地区大会への参加 

３ つくば市青少年への奉仕事業として職業奉仕委員会 

  と合同で豊里中学校の中学２年生を対象に、 

  職業体験として、我がクラブ会員の職業を通して、 

  基調講演、体験、質疑応答の場を設けました。 

(引継ぎ事項) 

活動費の扱いについては、銀行口座を設立して、そちらに

送金するようにしたほうが良い。 

活動費の収支と事業計画について、時々、確認したほうが良いと思われます。  

新世代奉仕委員会 下村 正委員長（本多史郎副委員長）  

 

 

 

  本人誕生日を喜ぶ、東郷会員             奥様誕生日を喜ぶ、上野会員 鯨井会員 

６月の本人・奥様誕生日祝い 
６
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５月２６日例会より 

 

 

例会初めに歌う「奉仕の理想」。 
いつも「望むは世界の 久遠の平和」で目頭が熱くなります
が、「めぐる歯車…」のところは「めぐる盃･･･」と歌いそうに
なります。 
二日酔いではないのですが。 

ニコニコ大賞                  齊藤 修一 会員 

ニコニコＢＯＸ 

出席率 

本日の合計 ￥７０，０００－ 

本年度累計 ￥１，６９２，０００－ 

会員数 出席数 欠席数 内無届欠席数 出席率 

６３名  ４７名  １３名  ２名 ７８．３３％ 

出席免除 

３名 

ビジター 
安藤  文英 様  福岡ロータリークラブ 

安藤 文英 様 はるばるやって参りました。  

井田 充夫 

先週、国際奉仕の報告も終わりましたが、番外で大連に、楽しい仲間と親善に行ってま

いりました。現地での奉仕活動は、天気もよく、実りあるものになりましたが、予算

オーバーで、サイフが空になってしまいました。 

上野 修 
誕生祝、ありがとうございました。日韓のラケットボール大会を韓国で行い、準決勝ま

でいきました。これもキムチパワーですかね。  

岡添 紘樹 
増山会長、塚原幹事、１年間ご苦労様。今年 後の出席日です。早々とあいさつをさせ

てもらいました。すばらしい会長、幹事でした。 

川崎 庄一 増山会長、塚原幹事、１年間たいへんご苦労さまでした。  

鯨井 規功 
家内の誕生祝を頂戴いたしまして、ありがとうございます。６月８日でしたがすっかり

忘れていました。今日帰ったら、さっそくお祝いの言葉をかけたいと思います。  

塚原 英夫 

幹事職も残りわずかになってまいりました。というわけではありませんが、１５日か

ら、サイパンのテニアン島でシュノーケルに挑戦してきます。海亀コースとサンゴコー

スの両方、楽しんできます。報告は後ほど。 

本多 史郎 
増山会長、塚原幹事、お疲れ様でした。下村委員長、ありがとうございました。皆さ

ん、すみませんでした。 

増山 栄 
妻の誕生祝、ありがとうございます。毎年、私より一足早く１歳年上になることを、気

にしているようです。４３年間の永い付き合いです。 

吉岡 昭文 お久しぶりでした。  



つくば学園ロータリークラブ 
〒305-0047  
茨城県つくば市千現２丁目１番６ つくば研究支援センターＡ２８ 

電話 029-858-0100          FAX  029-858-0101 
Email:gakuenrc@axel.ocn.ne.jp 

■編集後記■ 

十八日月曜の新聞で「いのちの電話相談員募集」の記事を見た。昨年五月に社団法人「茨城いのちの電

話」の方に卓話に来て頂いたのでご記憶の方もいるだろう。2002年に約二百八十人だった相談員も高齢化

や親の介護等を理由に辞める人が相次ぎ現在は約二百四十人だという。年間三万件の相談がありこの人数

で二十四時間態勢の対応をするには限界だとの事。相談員になるには所定の研修や実践的なトレーニング

を受けなければならないので簡単にはいかないが、それを自費で受講しその後ボランティアで活動を行っ

ている相談員の方々には本当に頭が下がる思いだ。相談員募集の締め切りは今月二十八日必着だそうだ。

どなたか応募するロータリアンはいないだろうか。          クラブ会報委員 齊藤 修一       

６月２１日（木） 同好会 活動状況発表 

６月２８日（木） 定時総会 

         次年度事業計画案について 

————————————————————————————————————————————[0708石川年度]——— 

７月 ５日（木） 理事  事業計画発表 

７月１２日（木）（夜の移動例会）直前会長・幹事 慰労会  

         会場：霞月楼 PM7：00～ 

７月１６日（日）（移動例会）納涼会・国際交流パーティ  

         会場：ゆかりの森 AM11：00～ 

７月１９日（木）休会 ７月１６日（木）ゆかりの森移動例会と振替 

７月２６日（木）委員長  事業報告発表 

 ホームページもご覧下さい 

 http://www.46gama.com/ 

例会日  木曜日 １２：３０～１３：３０ 

例会場  「オークラフロンティアつくば」 つくば市吾妻１丁目１３６４－１   
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プログラム 予告 


