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2019 年 2 月 21 日

インターシティーミーティング事前準備

ロータリー特別月間　2 月：平和と紛争予防／紛争解決月間

2 月 23 日（土）に行うインターシティミーティ
ング（IM）の段取りを皆さんで勉強していきます。
この IM はガバナー補佐が所属するクラブが開
催することとなっています。本来はしっかりと
協議をしてみんなで準備をしたかったのですが、
時間がありませんでしたので下村会員とガバ
ナー補佐の増山会員とで決めてまいりました。
　当日のプログラムを確認します。各クラブか
らの参加者の受付開始が 14 時からなので、つく
ば学園 RC の会員全員は 13 時にオークラフロン
ティアアネックスに集合、最初に打ち合わせを
します。13 時 40 分の２0 分前には各ポジショ
ンについていただきます。
　当日の格好ですが、昨年 10 月ロータリーエ
イドステーションの時に作ったスタッフジャン

パーを着用、IM のスタッフと認識できるようし
ます。受付登録開始が 14 時〜で、開会が 14 時 30 分です。今回は６分区ですから土浦、石岡、つくばの 3 箇所です。登録開
始の 30 分くらい前には来場者があると思うので、早めに受付してください。各担当は下村会員から報告させていただきます。
　13 時 40 分に開会を行い全体の司会は木村会員です。最初は増山ガバナー補佐が点鐘を行い、開会の辞を私が実行委員長と
して行います。そして国家斉唱を全員で、次に行奉仕の理想、総務リーダーの飯泉さんにお願いをしいます。
　来賓紹介終わり、歓迎の言葉をホストクラブの大里会長お願い致します。その後ガバナー挨拶、来賓の挨拶、アイエムリーダー
の助言をもとに各クラブの活動報告を阿見ロータリークラブ、次が土浦ロータリークラブ、それぞれ 20 分を予定しています。
15 時 40 分に鈴木もえみさんの講演を「ひらけポンキッキから学んだハートのコミュニケーション、今の地域に目指して」を
70 分の講演で、閉会が 16 時 55 分 5 時前には閉会するという予定になっています。感想を IM リーダーから頂いて閉会。17
時〜 17 時 30 分の懇親会を行うまでの間、休憩時間。その間懇親会の会場からは音楽が流れてくる予定です。今回の懇親会の
目玉はジャズピアニストの根木マリサさんです。以前例会に来て頂いて曲弾いていただいたと思いますが、今回は 3 人のバン
ドでお願いをしています。 懇親会は 1 時間半を予定し、19 時には閉会。司会は高田さんに代わります。挨拶は小城直前会長に
お願いしてます。地区大会 PR 水戸西クラブからあり、アトラクション演奏を聴き、次年度のガバナー補佐の挨拶が入ります。
19 時に終了予定で、最後の閉会の挨拶を次期会長の皆葉会長エレクトにお願いします。懇親会終わった後に会員だけの反省会
を予定してます。20 時までの予定としておいてください。以上が当日のクラブの内容となります
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ロータリー特別月間　2 月：平和と紛争予防／紛争解決月間

　IM の当日の委員会の担当を連絡します。ご協力よろしくお
願いします。
受付は親睦委員会・会計・ロータリー財団にお願いします。
　パンフレットの配布と入り口をお願いします。目の前の駐
車場は、VIP の車を誘導してください。
立体駐車場の誘導は親睦委員会ににお願いします。
　駐車場の前に立つだけの目印になるだけで、誘導は基本し
ないことにします。
会場内の準備、席札貼りは SAA・職業奉仕委員会にお願いし
ます。 
　歴代ガバナー補佐も事務局側で作っています。順番通り貼っ
てください。
　当日説明しますが、基本的に席は自由席です。前から順に詰めていただくよう誘導してください。
司会は木村英博さんにお願いします。懇親会は高田稔美さんお願いします。
　当事者地区大会の PR の方が 16 時 50 分くらいに来るのでタイミングを見て誘導します。紹介をしてください。
VIP の誘導に出席委員会・ロータリー情報委員会お願いします。
　各 VIP の控え室にスムーズな誘導をお願いします。 
VIP の接待に会員増強委員会・勧誘維持教育選考委員会お願いします。

　懇親会の人数は 150 人くらい集まります。
懇親会の時のアトラクション対応は米山記念委員会でお願いします。
式典・懇親会記念撮影は広報委員会でお願いします。
齋藤実行委員長の張り付きは国際奉仕委員会・青少年奉仕委員会でお願い
します。

当日ですが、1 日がかりになってしましますが、どうぞよろしくお願いし
ます。

2018-19年度地区大会実行委員会　
委員選出委任状授与

評議委員
　増山　栄　会員

広報委員
　井田　充夫　会員
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2019-20年度地区役員　
委委任状授与

青少年奉仕委員会
（青少年並びにライラ委員長）
　高田　稔美　会員

米山記念奨学会
（米山記念奨学会総括委員長）
　井田　充夫　会員

ニコニコボックス
大里　喜彦　会員
 おかげさまで先週左目先々週右目と白内障手術を終えました。
 視界良好です約 50 年ぶりの裸眼生活です 4 ヶ月よく見えますのでよろしくお願いします
馬場　清康　会員
 先週、古来希と言われる年齢になってしまいました。おじいさんです。ゴルフも飛ばなくなりました。
 みんな駄目になりました。これから何を楽しみに生きて行けば良いでしょうか？ 
五十嵐　徹　会員
 3 月 19 日に会社を法人化して 40 年となりました。先代が不動産を始めて 46 年です。
 これからもよろしくお願いいたします。
中山　正巳　会員
	 ボーリングしようよと誘われて企画したのだが、本日参加者 0 名、2 ボックス 4 連確保したがキャンセルしなきゃ。
 来週も企画しますので LINE のボーリング同好会ページに参加してボーリング 200 up を目指しましょう。
 体を使って機能を維持しましょう !
高野　勝憲　会員　
 簡易花粉症の季節になってまいりました。急にデビューすることもありますので皆様お気をつけください。
井田　充夫　会員
 3 月 2 日は中村年度の地区チーム研修が始まります。米山奨学会はスタートが 4 月からで 3 ヶ月早くなるので大変です。
増山　栄　会員
 23 日の IM ご協力ご参加よろしくお願いいたします。
久保田　康隆　会員
 入会して初めてのニコニコ。ロータリーソングを覚えようと YouTube を見ましたが無理でした。
 今後もよろしくお願いします。
高田　稔美　会員
 大里会長帰りなさいいよいよ IM ですね
 司会噛まないように頑張ります。地区委員もしっかりと努めますね。
古本　智彦　会員
 久しくニコニコを忘れておりました。これから挽回します。



つくば学園ロータリークラブ 楽しく活動・そして街のために！
〒 305-0051 茨城県つくば市二の宮 1-10-1 ヴェルドミール 105 号室 
電話 029-858-0100 FAX 029-858-0101

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
茨 城 県 つ く ば 市 吾 妻 １ 丁 目 １ ３ ６ ４ － １
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無断欠勤ゼロ・出席率向上を目指して

プログラム予告

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
公開 https://www.facebook.com/tsukubagakuenrc/?fref=ts
非公開 https://www.facebook.com/groups/1482018048750125/?fref=ts 公開 QR コード 非公開 QR コード

友好クラブ
第 2650 地区
京都山城ロータリークラブ

つくば学園ロータリークラブ
ホームページもご覧ください
http://www.46gama.com/
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2018-19 年度　RI テーマ
BE THE INSPIRATION

http://www.kyoto-yamashiro-rc.com/

https://www.rotary.org/ja

2018-19 年度　高橋賢吾ガバナー　地区スローガン　

ロータリーの心と力を地域社会へ
http://www.rid2820.jp/

４つのテスト
 １．真実かどうか
 ２．みんなに公平か
 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

無断欠勤ゼロ・出席率向上を目指して

会員数 出席数 欠席数 無断欠席数 出席免除数 メイクゲスト 出席率

90 65 22 1 2 0 73.86%

プログラム予告
02 月 23 日 14:00 〜 19:00 移動例会 第 6 分区 IM テーマ：「ロータリーの心と力を地域社会へ」
       会 場：オークラフロンティアホテルつくば
02 月 28 日      休会（2/23 へ振替の為）
03 月 06 日 11:00 〜 12:50 移動例会 ※ 3/6 のみ参加者は、現地集合となります。 3/6 〜 7 「氷上のワカサギ釣り」例会
03 月 14 日 12:45 〜 20:30  移動例会 第 2 回職場訪問「東京ガス日立 LNG 基地」見学
03 月 14 日 11:00 〜 12:30 理事会 会場：ホテルグランド東雲　2 Ｆ「日の出の間」 ※理事会終了後昼食
03 月 21 日      休会（定款細則第 6 条第 1 節により）
03 月 28 日 12:30 〜 13:30 例会 招待卓話 「特定非営利活動法人アイセック・ジャパン アイセック筑波大学委員会」
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