
「地球に役立つクラブを目指そう！！」 

TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. It is the 32th year since 1986  
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会員増強及び拡大月間 

8月10日（木） 例会報告 
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幹事報告／大野年度皆出席表彰／各委員会事業計画 

ニコニコBOX／その他 

幹事報告 

・例会変更の件 

 休会 阿見RC 8/31 石岡RC 8/16 

 日時変更 石岡RC 8/23 18時～ 

・ベトナム視察申し込み案内の件 

   8/21締め切り 

・次回例会変更  

 8/19 小城年度納涼パーティ  

 会場：ホテルグランド東雲 

会員増強及び拡大月間 

 

幹事報告 2017-18年度幹事  菅原 俊 

大野年度 皆出席表彰 

出席率100% 

飯泉智弥 会員 

井田充夫 会員 

大里喜彦 会員 

大野治夫 会員 

大堀健二 会員 

小城 豊 会員 

木村英博 会員 

齊藤修一 会員 

清水義之 会員 

下村 正 会員 

菅原 俊 会員 

高田稔美 会員 

塚越俊祐 会員 

中野 勝 会員 

中山正巳 会員 

野澤俊夫 会員 

馬場清康 会員 

増山 栄 会員 

吉岡隆久 会員 
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会員増強及び拡大月間 

 
会員卓話 2017-18年度直前会長  大野 治夫  

出席率90% 

鬼沢一彦 会員 

木沢藤房 会員 

北島睦男 会員 

鈴木一雄 会員 

古本朝彦 会員 

8月は会員増強、新クラブ結成推進月間ということで大里会員増強委

員長より、前年度の増強を踏まえてどうしたら会員を増やせるか話し

て欲しいとお願いされまして僭越ながらお話しさせていただきます。 

まずクラブ数と会員数からお話しします。 

 

というデータです。 

つくば学園は1986年7月18日に30名で創立し現在5名（上野・小関・塚田・布川・吉岡）が在籍しており、今年で

32年目になります。2000～2001年度のピーク時は79名になりましたが、2003～2004年度は53名まで落ち込みまし

た。その後少しずつ増加し2015～2016年度75名まで回復しました。そして2016～2017年度15名入会し7名退会で8

名の増強となり現在83名です。 

では、どうしたら増強できるかという本題に入ります。 

まずはやる気（モチベーション）ではないでしょうか？ 

私もサラリーマン（営業）の経験があります。 

ここで、この人から獲得するとターゲットを決めてアタックし、やらなくては獲得しなくてはとの思いで頑張っ

て目標を達成してきました。これと似ていると私は思います。どうでもいいと思えば目標も達成できないと思い

ます。 

私は、2004年に学園ロータリーに入会するに当たり何人かの友人知人に声を掛けました。また、この十数年の間

（大野年度まで）には仕事関係で新しい友人も増えました。 

そこで、もし私がロータリーの会長になったなら入会してほしいと日頃より勧誘してまいりました。そして、

2015年10月に会長に指名された時から本格的に入会のお願いをしてまわりました。 

目標は10名でしたが7名減は考えもしませんでした。また、しつこく勧誘して迷惑をした人もいるのではないか

と今は思っておりますが入会した以上は頑張って続けてほしいと思います。 

最後になりますが、何事もやる気だと私は思います。 

それではみなさんひとりひとりがやる気を持って増強をしましょう。  

  世界 日本（17年5月末） 2820地区（17年6月末） 

クラブ数 約35,000 2,273 56 

会員数

（人） 

約120万人 90,078 1,956 
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会員増強及び拡大月間 

 
各委員会事業計画 

保原 幸弘会計委員長 

会計報告事業に則り、年4回会計収支報告を行い、会計利用状況の会

員への理解を深める。 

クラブ資金と奉仕活動資金をきちんと分けた会計を行う。 

幹事との連携を密にして、無駄のない会計活動を行っていく。 

前島 正基国際奉仕委員長 

例年の筑波大留学生交流について生活支援マニュアルの作成を行

う。9/28にアイセックに卓話を行っていただく予定 

WCS・この指とまれの協力予定 

ベトナムの子供達へサッカーボールの寄与を行う 

海外姉妹クラブの作成への先駆け事業を行う 

緊急災害区域へ国際援助の協力、九州北部災害への義捐金は済み 

齊藤 修一勧誘・維持・教育・選考委員長 

新入会員増強に伴い、オリエンテーションを年2回行い、ロータリー

クラブの理解と知識を上げる 

選考告知から2週間を過ぎると入会することが可能なので、その理解

を深めていただけるよう努める 

飯泉智弥 先日の例会ではつくばジュニアオーケストラを呼んで頂きありがとうございました。協賛を頂いた皆様ありが

猪野研一 毎年出席率が低いメンバーで申し訳ありません。 

齊藤修一 100%出席賞、ありがとうございました。これで？年連続の受賞となりました。ありがとうございました。 

鈴木昌実 ダン魂お疲れ様でした！ 

会員30,000円目標 

ニコニコBOX 

本日の合計 10,000円 本年度累計 193,000円 
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会員増強及び拡大月間 

 

 

本日のお客様 

現代版組踊 息吹 南山義民喜四郎伝 

総合プロデューサー 下村 一裕 様・団員 



 

  

〒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  

ジョイン アンド エンジョイ Rotary 心豊かに生きよう・・ 

2017-18年度 RIテーマ 

つくば学園ロータリークラブ  
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  

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 

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 
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会員数 出席数 欠席数 
内無断 

欠席数 
出席免除数 メイクゲスト 出席率 

83 57 26 5 2 ０ 70.37% 

 
無断欠勤ゼロ、出席率向上を目指して  

08月17日（木）    休会  8月19日（土）へ振替の為  

08月19日（土）18:30～20:30  移動例会 「小城年度納涼パーティー」   ※会場 （ホテルグランド東雲） 

08月24日（木）12:30～13:30  例会  クラブ総会 2016-17年度決算・監査報告 2017-18年度予算（案）について 

08月31日（木）12:30～13:30  休会 

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

