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ロータリー特別月間　8月：会員増強及び拡大月間

2018年 8月 30日

前年度小城年度の決算報告と今年度の活動予算案を進めてまいりま
す。渡邊会計委員長、スムーズな進行のご協力よろしくお願いいたし
ます。

渡邊　会計委員長
収入の部、支出の部、それぞれ適正に運営されていることを報告い
たします。
合わせて事業計画ですが、年間４回の決算報告を行い、クラブ内の
認知を進めていきます。クラブ運営資金と活動資金を分け、しっか
りとした会計処理を行ってまいります。幹事との連携を密に行い、
支出、保管などに関して厳正な会計処理を行ってまいります。　以
上ご報告と致します

渡邊会員スムーズな会計報告ありがとうございます。

今年度の予算案

収入の部　５名純増の予定で予定し、予算を取っています。
支出の部　今年度は本会計振替支出、米山奨学金への寄付等を予算のか
なに入れました。
奉仕活動の件　ニコニコボックスを一人３万円の予定としています。か
く奉仕委員会での活動に使っていきますので、皆様のご協力をよろしく
お願いいたします。
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ロータリー特別月間　8月：会員増強及び拡大月間

事業計画発表

会計委員会　
渡邊　仁　委員長
会計報告基準に則り年間４回の会計収支を行い、クラブ会員に対し理解を
深めてまいります。クラブ運営資金と奉仕活動資金を厳選に分け、厳正に
処理を行っていきます。
幹事との連携を密に行い、支出、保管、記帳などに関して厳正な会計処理
を行ってまいります。

会場監督（SAA）委員会
村上　義孝　会員
会長方針を元にプログラム委員会の密な報告をし例会の運営をしてまいり
ます。来賓招待者および新入会員に失礼のないように務め時間管理された例
会活動ができるようにします。ニコニコボックス１名３万円を例会時にお知
らせしていきます。
円滑な例会にするために SAAの役割分担を共有していきます。

社会奉仕委員会
中野幹事代理発表
ロータリーの森創生事業、つくばゆかりの森で清掃活動と親睦活動を行いま
す。
つくばマラソンにおけるエイドステーションの設営をし、ランナーを応援し
てまいります。
支援事業として、まつりつくば支援・国際交流事業への支援・乳がん撲滅運
動（つくばピンクリボン）への支援・茨城命の電話への支援・薬物乱用防止
活動・献血活動への支援とります。
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ロータリー特別月間　8月：会員増強及び拡大月間

ニコニコボックス
田中　芳和　会員　家族旅行楽しく行ってきました。

村上　義孝　会員　岡山県倉敷市吉備町の水害被災地のボラン
ティアに行ってきました。現地はまだ、電気や電話が復旧して
おらず、冷房の無い市役所庁舎で３日間お手伝いをしてきまし
た。

馬場　清康　会員　お盆期間中は学龍保育が休みとのことで、
小学 1年生の孫を４泊５日預かった。その間、子供のパワーに
圧倒されっぱなしでグッタリ。まだ子供をつくる自身はあるが、
育てるのはムリだということがよくわかった。

海堀　敏光　会員　妻、明日香の誕生日（8/28）にお花をいた
だきありがとうございました。私は、何もせず（忘れてました）
只今、冷戦中です。

高田　稔美　会員　まつりつくばお疲れ様でした。暑かったで
すね。今年は本当に暑かった。涼しくなったら、ゴルフを楽し
みたいです。

尾形　和彦　会員　大会後初の経験でず。ニコニコカードの目
的も理解できました。よろしくお願いいたします。

本日の合計金額　　　　　　　　　　　　　　　　　16,000 円
累計金額 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　260,000 円

いばらき介護体験キャンプ報告

つくば学園ロータリークラブが協賛し、8/21( 火 ) に開催された
「いばらき介護体験キャンプ」に大里会長、北島青少年奉仕委員長、
中野勝幹事で行ってきました。
当日は小学生 28名、中学生 5名の合計 33名と多数の参加があ
りました。後援のつくば市からも教育長の門脇厚司　様も出席さ
れて開会式が行われました。
門脇教育長、大里会長が来賓あいさつを行い、門脇教育長からは
「社会力（誰とでも仲良くなれ、仲間と活動していける力 ) をつ
ける良い機会」だとのあいさつがありました。

参加者に挨拶する大里会長

実際に介護される側の気持ちになれる体験もおこなってました。

馬場清康会員の飛び入り SAAで例会が進行されました。
ありがとうございます。　似合ってます！！



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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TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I.

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

88 65 23 6 2 0 75.58%

プログラム予告
09月 06日	 11：00　〜　12：00　第３回理事会　2018-2019 年度役員・理事、親睦活動委員長、プログラム委員長
	 	 12：30　〜　13：30	 例会	 会長挨拶　新入会員卓話　会員奥様誕生・結婚記念祝い、８月ニコニコ大賞
09月 13日	 12：30　〜　13：30	 例会	 新入会員卓話
08月 20日	 14：00　〜　16：30	 移動例会		 裁判所見学および懇親会
	 	 12：00	東雲集合	14:00 冒頭説明、案内DVD視聴、法廷見学、刑事裁判傍聴	18：00	懇親会　20：00	解散
09月 27日	 12：30　〜　13：30	 移動例会　招待卓話「茨城いのちの電話の概要と現状について」　
	 	 	 	 	 	 	 茨城いのちの電話事務局長　多田博子氏　会場　グランド東雲
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