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７月２６日（木）例会報告 

会 報 

つ く ば 学 園 ロ ー タ リ ー ク ラ ブ ＿  

＜社会奉仕委員会＞     塚田委員長 

事業計画 

①ロータリー活動の基本である、地域社会に貢献す

る行動をする。住民に感謝され、喜ばれる様な奉仕

活動を実施し、RCが地域社会で評価されながら存

在価値を高める様な事業を展開したい。 

具体的事業として、つくば学園RCが創立以来、永

年津続けている「ロータリーの森創り」の推進を、当

クラブの看板事業として、今年度も力を入れて実施

したい。この様な永続的事業について、つくば市の           

     広報を通じて、広くPRしていきたい。 

②歴代RI会長の重点事項である識字率向上及び水保全・保健に関して、会員の関

心を高める情報を提供する。具体的には、中村前委員長の推進事業を継続し、つく

ば市在住の海外からの移住者に日本語の研修を援助する。 

＜国際奉仕委員会＞ 佐藤委員長 

事業計画 

①国際協力事業団つくばセンター（JACA）との

親睦交流を図り、相手国ならび日本文化に

触れ、相互理解の機会を作る。 

②筑波大学・筑波学院大学留学生との交流の場

を、新世代奉仕委員、ローターアクトとともに

作り、相互理解を図る。 

③つくば地区TAIRA（外国人有志団体）と情報

交換、相互理解の場を作る。 

④WCSプログラムの推進（世界社会奉仕） 

各委員会事業計画 

It is the 22nd year since 1986 
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 ＜ロータリー情報委員会＞ 増山委員長 

 事業計画 
 ① 「ロータリーの友」からタイムリーな情報を抽 

    出し、会員に知らしめる。 

 ②新人会員の研修会を、親睦を兼ね年二回 

   ほど開催する。 
 

                          

 

 

 

＜会員増強・会員選考・職業分類委員会＞     中村委員 
事業計画 

① 会員増強 
年度末会員純増一名を目指す。 

会員増強を通じて「愛を分かちあう

心」新会員一名、既存会員を維持し

成長していく。 

②会員選考 

会員に推薦された候補者の適格性を

人格的、職業的、社会的地位など慎

重に調査し、理事会に報告する。 

③ 職業分類 

地域の特性及び変革を考慮しなが

ら、職業分類表の検討を行い、未充填職種の補充に努める。 

 

＜プログラム委員会＞  鬼澤委員 

１   事業計画 

①会員各位の職業、職域における話題や実情を 

  卓話で紹介する。 

②話題になっている社会事情や最新情報な 

 どを中心に、それぞれの分野における外部卓   

 話の講師を招聘する。 

③例会の出席率向上が期待できる内容のプロ   

  グラムを導入する。 

       ④プログラムの内容を順次決定し、会員へ周      

                        知する。 

各委員会事業計画 
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＜出席委員会＞  篠田委員長 

事業計画 
① 例会出席率、70％以上を目標。 
1 出席率の低い会員に対して出席を促し、メイクアップ 
  情報を伝達、メイクアップの推進を図る。 
2 月間の案内スケジュールに例会内容を折り込み、会員 
  に事前情報として伝達し,出席率の向上に繋げる。 
3 年間出席率100％会員の表彰。 

② 無届欠席、「ゼロ」 を目指す。 

1 全会員に月間スケジュールを1ヶ月前に案内。出席 

 予定を記入の上、返信して頂く。 

2出席予定に変更がある場合は、その都度連絡を頂      

                    く。 

                   3例会前日にE-Mailにて例会開催案内を送付する。 

③ E-Mailでの情報伝達方式の運用を継続する。 

1 FAX方式と併行して、E-Mailでの情報伝達を運用する。 

2 E-Mailにて近隣クラブ例会情報、メイクアップ情報を配信する。 
 

                          

  ＜クラブ会報委員＞     

事業計画 

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 

クラブの行事や活動を記録して、会報発行と

ホームページ更新を目指します。 

会報行事等の例会や活動情報を会員や関

係各位へ会報を配布します。 

1 各委員会や同好会の地区情報と活動 

  状況等の案内と報告 

2 地区関連情報や各会員の趣味趣向の 

  紹介 

方法    

 1 印刷による配布（主に例会場での配布） 

2 メールによる配布 

3 ホームページ上での配布（過去分を含めた会報） 

ホームページ 

  会員及び関係各位に一般を含めた方々への各種情報を提供します。 

1クラブ紹介情報 

2会報情報 

3行事予定情報 
 

 

各委員会事業計画 
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＜親睦活動委員会＞  塚越委員長               

事業計画 
クラブ事業のさらなる活性化、その効果を拡大

するためには、会員相互の信頼関係を築くこと

と、クラブ外の方々との交流は欠かせないと存じ

ます。従って、当委員会では以下の事業を企

画・実施いたします。 

①クラブ活動の活性化のため、当クラブ会員及び 

 その家族間での親睦を図り、信頼関係を深める 

 事業。 

②スポーツ、レクリエーションなどを通して、クラブ

内外の団体や個人（他クラブ・海外・地域）との親

睦と交流を図り、クラブ活動の効果をより広範囲に拡大するための事業。 
 

＜雑誌・広報委員会＞     安藤委員長 

事業計画 

① 各マスコミに対して、当クラブのロータリー活動をPR 

  し、記事として掲載されることにより、当クラブのロータ   

  リー活動を理解、認知してもらう。 

② 雑誌「ロータリーの友」へ積極的に投稿をおこない、 

  当クラブの活動状況を他クラブ会員へ広く発信して 

  いく。 

③ 当クラブホームページの内容の充実を図り、外部の 

  方々にロータリー活動のPRをおこなう。 

④ 会員相互のインターネット通信の普及に努め、情報 

  の伝達、交換をより一層効率化させる。 

 

                             ＜会場監督＞    五十嵐委員長 

事業計画 

① 例会の円滑な進行をはかるため、会長・幹事・各委 

  員会との連絡、情報交換を密にし、意義のある例会 

  になるよう、努力する。 

② クラブ来訪者・ご来賓・招待者に失礼のないよう、会 

  場の規律と時間配分に注意し、節度ある例会になる 

  ようリードする。 

③ 奉仕活動資金としてのニコニコボックスの重要性を 

  全会員に徹底し、一人あたりの目標3万円を必達す 

  るようピーアールを強化する。またユーモア大賞もで 

                              きるだ

け大勢の会員に渡るよう選定する。 
 

各委員会事業計画 
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＜人間尊重・環境保全委員会 ＞  染谷委員長 
事業計画 

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ロータリーの森創り事業のための樹木の植栽と清掃へ  

  の参加。 

⑤ その他。 

                        

 

 

 

＜新世代奉仕委員会＞   皆葉委員長 

事業計画 

 ①ローターアクトの活動に対する協力支援 

 ②つくば市青少年育成事業への参加協力 

 ③青少年活動他団体との連携ネットワーク作り 

 ④ローターアクトとの合同例会 

 ⑤青少年育成に関するアクトとの合同イベント 

 ⑥青少年育成プログラムの実施 
 

 

 

 

 

 

                       

 ＜ロータリー財団委員会＞  下村委員長 

事業計画  

①ロータリー財団プログラムを会員に理解して 

 いただき、広報活動に推奨する。 

②ロータリー財団への寄付の推進。 

③国際親善奨学生の募集協力、推薦、支援を 

 行う。 

④ロータリー財団に蓄積されているクラブポイ 

 ントの活用を研究する。 

各委員会事業計画 
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来月、娘がオーストラリアのブリスベンにホームスティに

行きます。思えば娘が小学校に上がると同時に茨城へ来

て、その娘が中２になりました。下の子２人もすっかり

「なまり」が身について友人、知人のいなかった我が家も

すっかりなじんでまいりました。石川年度も楽しく活動し

たいと思いますので皆様よろしくお願いします。 

ニコニコ大賞                安藤 栄敏  会員      

＜米山奨学会委員会＞  井田委員長 

事業計画 

①会員に米山奨学の理念をご理解いただき、よ

り一層のご協力と寄付をお願い致します。 

②国際理解と親睦のために、米山奨学生との交

流とカウンセリングの充実を図ります。 

各委員会事業計画 

 

 

 

 国府田会員 

 中村会員 

 古本会員 

  

   

 お誕生日おめでとうございます。 

誕生祝い            
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ニコニコＢＯＸ 

出席率 

本日の合計 ￥３１，０００－ 

本年度累計 ￥１６１，０００－ 

会員数 出席数 欠席数 内無届欠席数 出席率 

６１名  ４７名  １１名  ２名 ８１．０３％ 

出席免除 

３名 

お客様ご紹介 

増山 栄 

昨日、帰国しました。16日の納涼会は欠席し申し訳ございませんでした。イタ

リア、特にローマ・ベネチアでは連日35℃という厳しい状態でしたが、女房孝

行をして来ました。これで当分大丈夫でしょう。 

古本捷治 

64才になりました。昔なら相当な年寄りなのですが、現代ではまだハナタレ

です。しかし口内炎が中々なおらず、歯医者に行ったら、老人性疲労のせい

だといわれました。 

塚越俊祐 
7/16の納涼会に多数の方に参加して頂きましてありがとうございました。加

えて、ご協力（設営・運営等々）頂きましてありがとうございました。 

田中幸男 石川会長・大野幹事 今年はごくろう様に成ります。 

佐藤裕之 
たまに早く来ると、バッチわすれ。ついでにプレートも。くいにげごめんなさ

い。 

大友浩嗣 

8月4日に研究学園駅前のC50街区でつくばフェスティバルを15：00～20：00

まで開催いたします。時間が有りましたら顔を出してみて下さい。ちなみにゲ

キレンジャーが出演します。 

奥沢善則 
2回、3回休会が長びいてしまいました。御無沙汰致しております。申し訳あり

ません。 

浅井 真康 様 （07-08国際親善奨学生） 原田 亜紀 様 （スキンセラピスト） 



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@46gama.com 

８月 ２日（木）会員増強月間に因んで   

８月 ９日（木）クラブ総会   

      （石川年度予算について） 

８月１６日（木） 休会 

      （定款第5条第１節により） 

８月２３日（木）会員卓話 

８月３０日（木）がバナー補佐訪問 

 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ホテルつくば」 つくば市吾妻１丁目１３６４－１ 
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プログラム 予告 


