
「地球に役立つクラブを目指そう！！」 
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菊池信子ガバナー補佐  挨拶  

２月11日（土） ＩＭ報告 

Index 
菊池信子ガバナー補佐挨拶／白戸仲久ガバナー挨拶／土浦市中川清市長挨拶 

山崎清司ＩＭリーダー序言／講演 第55次南極越冬隊隊員 塚本健二氏 

ロータリークラブ活動報告 篠崎忠志幹事／ニコニコBOX その他 

今回は山崎清司IMリーダーのも

とと、土浦ロータリークラブ実行委

員会のもとにIMが開催されたこと

に大変感謝しております。 

IMとは近隣の複数の会員が集まり

合同で行う自由な討論会。その

目的は会員相互と各クラブもっと

面識を広め、ロータリー情報、ロー

タリアンの養成と経験豊かなリー

ダーのもとでロータリーの奉仕の理

想を勉強する、そういう会合です。 

私はこのＩＭを自由な意見交換の

場ととらえています。テーマにつきましてはロータリークラブの事や、今社会で話題になってい

る事などを踏まえ、今回のIMのテーマは「夢」に致しました。 

今、夢を持たない現代、夢を持ちづらい社会です。我々ロータリアンはこのような環境に生き

る若者になんとか夢を持っていただけるよう微力を尽くしたいものです。 

本日は中学生に夢を持つ大切さ、夢を叶える大切さを伝えるべく、塚本健二隊員を講師とし

て礼儀についてのマネージマントとしておよびしております。 

自分のロータリーの夢をこれから入ってくる会員にクラブの夢を語れるクラブにして行けるよう

テーマは「夢」にしました。 

限られた時間ではありますが、親睦とさらなる懇親を深めていただければと思います。 
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白戸  仲久ガバナー  挨拶  

 
本日は２８２０地区第

６分区のＩＭが盛会に

開催され、誠におめでと

うございます。菊池信子

ガバナー補佐、小倉史

義ホスト土浦ＲＣ会

長、河合隆ＩＭ実行委

員長、そして山崎清司

パストガバナーのＩＭ

リーダーによる多くの

方々のご尽力の賜物と

厚くお礼申し上げます。

当分区は県内で南部

に位置し、９つのクラブ

を有し、クラブ数は県内一、会員数は水戸に継ぐ２番目に多い分区となっています。 

白戸年度も半分が過ぎ、１２月１５日稲敷ロータリークラブを最後に５６クラブの公式訪問

が無事終わり安堵すると同時に各クラブには快く歓迎をして頂き恐縮に思い、感謝申し上げ

ます。今年の公式訪問は、先ず全クラブで行った「会員満足度アンケート」の結果を真剣に

受け止めていただき、この活動で得た情報をまとめました。地区の状況について報告します。 

 会員増強についてですが、７月１日、１９３５人で始まりましたが、年末では２０７０人と

なっていました。去年は２０００人に瞬間的になり、その後６５名がいなくなり、最終的には１９

３５名のスタートとなりました。８月に行われました会長幹事会では、是非２０００名にしたいと

各会長・幹事方にお伝えしました。今回、この２０７０名がこのまま達成できていれば、お願い

した２０００名超えでバトンタッチしたいとお願いしたことが実現になるかと思います。 

 財団に対する基金、１３０ドル×会員数をお願いしていますが、未達成のクラブは資料に

赤くなっていますので、ご協力をお願いできればと思います。米山につきましてもお願いしていま

す。是非一つよろしくお願いしたいと思います。 

 また、ロータリー研究会というのがあります。これは、４月に行われました規定審議会で大

幅な変更がありましたが、これに対する対応はどうしたいいのかを理事になっています齊藤理

事よりいただいています。各会長に送りますのでクラブの細則の変更に関しては参考していた

だければと思います。 
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来賓挨拶  土浦市長  中川  清  

本日は国際ロータリー２８２０

地区第６分区インターンシップ

ミーティングが盛大に開催された

こと本当にお喜び申し上げます。

また、この土浦の地で盛大に開

催していただけたこと本当にお礼

申し上げます。本日は建国記念

日ということで、日本国の誕生の

日で旗日であります。会員のみな

さまにおきましては、会員のみなさ

まには日頃より、崇高は理念と

ロータリアン同志の深い友情に

基づきまして、さまざまな社会貢献活動をされております。また行政に対しましても格別のご支

援・ご協力を賜りましてお礼を申し上げます。少子高齢化に伴う人口減少、そして高度情報

化、第４次産業革命、そしてグローバル化、そして安全保障の問題、そして今日の題材で

もある自然災害、まさに地球規模での環境問題ピックアップされて、いいことではありません

が、このような時代に突入している訳であります。まさに今日の南極列島隊員のお話しがタイム

リーな内容であると感じました。また、子供達を取り巻く環境なども、虐待やいじめ不登校等、

家庭や学校だけでは対応しきれない問題が発生していて深刻な社会問題となっております。

未来を担う青少年の健全育成・教育は共通の課題であり、大人の責務であろうと思っていま

す。このような中、みなさまはよき理解者・指導者として青少年健全育成に関わるっさまざまな

活動を行っているとともに奉仕の精神を以て社会のリーダーとして地域の発展にも献身的な

活躍を頂いています。深く敬意を表すると心から感謝する次第であります。 

未来をになう子供たちの為にも、子供や市民の笑顔溢れる街づくりを目指しまして、家庭や

学校、そして地域の皆さまと共同のもとに更なる活動に取り組んでまいりますので、皆さまご支

援をお願い申し上げます。最後になりますが、国際ロータリークラブ２８２０地区６分区での

益々のご発展とご健勝を心からお祈り申し上げましてご挨拶と代えさせて頂きます。 
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山崎清司ＩＭリーダー序言  

  

 

今回のIMは河合隆実行

委員長が中心となりまして

第６分区会長幹事ならび

に全会員にご協力いただ

き、白戸ガバナーもご来席

いただき開催されました事、

心よりお喜び申し上げま

す。特に菊池信子ガバ

ナー補佐は、私の年度の

時の会長としてご協力して

いただいただけに感慨の所

存でございます。その上土

浦ロータリークラブ様はホ

ストクラブになっておりますが、非常に個人的に浸しいロータリアンもたくさん在籍しています。

他にも第６分区を通じまして、たくさんの友人もいます。まさに我が家に帰ったような感じでござ

います。さて、みなさまご存知のようにIM（インターシティーミーティング）は古志連合会と呼ば

れています。近隣の複数のクラブが集まりロータリー情報ならびに与えられたテーマの言及そ

して会員相互の親睦や相互理解の増進等、多岐に渡っています。今回は会員満足度の発

表があります。これは白戸ガバナーが今年度とても力を入れている政策の一つです。会員の

意識調査を実施し、長所を伸ばし短所を克服して、クラブの活性化と地盤強化に、これを実

行することで、クラブにどのような結果が表れるか観察することが大切だと思います。今回の基

調講演は「南極観測を支えるために奔走した２年間～」第５５次南極越冬隊隊員・塚本健

二隊員による貴重な体験発表であります。私も今日一日新鮮な気持ちで参加していきたいと

思います。ロータリー情報を分かち合いながら楽しく有意義なIMとなると思います。 



2016-17 Vol.27 TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

■ Page 5 

 講演  第55次南極越冬隊隊員  塚本健二  
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ロータリークラブ活動事例報告  

 

活動の事例報告とありますが、会員満足度アン

ケート集計結果に内容を変更し報告致します。当ク

ラブではアンケートを実施しました。有効回答は41

名、全77名中の41名でどれだけ満足いただけてい

るかというところを報告します。 

● あなたはつくば学園ロータリークラブに歓迎され

ていると感じていますか？ 

９７．６％が満足している。 

● あなたはつくば学園ロータリークラブとしての組

織をどう思いますか？ 

明るく打ち解けた雰囲気である 32名 

活発に活動している ２８名 

自由な感じでオープンな風土がある 27名 

現状に満足している 25名 

柔軟に対応し新しい活動に積極的だ 7名 

不十分 7名 

● あなたは例会を楽しみにしていますか 

楽しみにしている ９７．６％ 

アンケート回答者のクラブのロータリー歴は、３年以

内１６名、４～１０年１０名、１１～２０年７名２１年

以上、８名とほどよいバランスで集計がとれているの

ではないかと判断します。 

そして、今後の課題は、できる限り全員からの意見を

いただき、クラブへ反映させ、会員維持と会員増強

につながるよう検討していきたいと思います。 

会員増強につきましては72名から82名に増強してい

ますが、90名を今年度の目標と掲げますので、更な

る会員を増やしていきたいと思います。 
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スナップショット  
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〒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 

地域に役立つクラブを目指そう！！ 

2016-17年度 RIテーマ 
つくば学園ロータリークラブ  

例会日： 

例会場： 

木曜日 １２：３０～１３：３０ 

オークラフロンティアホテルつくば 

１．真実かどうか 

２．みんなに公平か 

４つのテスト 

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 

つくばオールロータリアンFaceBook同好会は、つくばの３クラブのロータリアンとローターアクト、インターアクトの 情報などをFaceBook上で共有していま

す。皆様、ぜひご活用ください 

つくば学園・つくばシティ・つくばサンライズ・ローターアクト  

 

ホームページもご覧下さい 

http://www.46gama.com/  

つくば学園ロータリークラブ

京都山城ロータリークラブ 
（第２６５０地区） 

友好クラブ 

プログラム予告  ２月 

公開  https://www.facebook.com/tsukubagakuenrc/?fref=ts  

非公開 https://www.facebook.com/groups/1482018048750125/?fref=ts  

非公開QRコード 公開QRコード 

02月23日（木） 例会  12:30～13:30 会員卓話 水戸証券株式会社つくば支店 支店長 高畠克友会員 「今年の株価の展望」 

03月02日（木） 理事会 11:00～12:00 役員・理事、プログラム委員長、親睦活動委員長 

   例会  12:30～13:30  会長挨拶  会員卓話月間「新入会員卓話」・逆井甚一郎会員・鈴木 一雄会員 

        会員・奥様誕生結婚祝、2月ニコニコ大賞 

03月09日（木） 移動例会 12:30～13:30 会員卓話月間「新入会員卓話」・村上憲範会員・今川武彦会員 

        会場：「ホテルグランド東雲」に変更 

03月16日（木） 移動例会 19:00～21:00 親睦夜例会「純粋にお酒を楽しむ会」 

        会場：「筑膳」つくば市沼田1441-1 バス出発18：15 ホテルグランド東雲駐車場 

03月23日（木） 例会  12:30～13:30 会員卓話月間「新会員卓話」・志保達郎会員・星 栄一会員 

03月30日（木） 休会  休会②（定款細則第6条第1節により） 

https://www.facebook.com/tsukubagakuenrc/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/1482018048750125/?fref=ts

