
INDEX
例会報告

会報　VOL.02

2019 年７月 11 日

各委員会委員長事業計画発表／大里年度事業報告／つくば学園ロータアクトクラブ活動報告／
メトロイロイロＲＣ４０周年参加報告／つくば学園ＲＣ野球同好会全国野球大会参加報告／

ひろくん手術成功お礼・YMCA チャリティゴルフ案内　土浦南 RC　稲本　修一様
／ニコニコ BOX　他

各委員会委員長事業計画発表

会員増強委員会　浦里　浩司　委員長
　今年度、会長方針の「ロータリーを考える」をテーマに、現在 89 名の会
員数を皆葉年度は 90 名を大台をのせられる様に頑張っていきたいと思いま
すのでよろしくお願いいたします

勧誘・維持・教育・選考委員会　小城　豊　委員長
　今年度は勧誘に関しては、会員の皆様より、入会希望者を推薦していただ
きオリエンテーションに参加していただき、親睦図れる機会を作っていきま
す。
　会員維持については、欠席の多い会員について、積極的に連絡をし、例会
参加のお願いをしていきます。
　教育については、ロータリー情報委員会や、会員増強委員会の共催で年 2

回のオリエンテーションを開催し、ロータリーの教育を高めていきます。
　入会希望者につきましては入会後に会員からの異議の出ない様、十分対応を取ります。理事会で承認し、２週間以上の経
過を持って異議が出ないことを確認し承認とします。職業分類には十分に配慮していきます。

クラブ運営委員会　増山　栄　委員長
　来年度 35 周年を迎える前年度です。クラブ歴史上最大の会員数となり、
第 2820 地区では名実ともに地区を牽引する責任ある立場のクラブとしてク
ラブ内の充実を図らなければなりません。クラブ管理・運営の４つのリー
ダーはフレッシュでアクティブなメンバーで構成されていますまた委員会に
はベテランの会員が配置されるクラブ管理・運営としての万全の状態で地区
スローガン「人、学びて更なる奉仕」クラブ会長方針の「ロータリーを考え

る」をよく理解し会長運営の目標である例会出席向上のため魅力的なプログラムの提供、ロータリーをよく楽しくするため
の親睦活動、会場監督による規律正しい例会運営に努めて参ります。
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出席委員会　鈴木　一雄　委員長
　例会出席率 75% 以上を目標とし、月間の例会事業を案内・スケジュール等に
盛込み、全会員に事前情報として伝達し、出席率の向上につなげていきたいと
思います。出席率の低い会員には、夜例会や、他のクラブへのメイクアップ出
席を進めます。
　無断欠席ゼロを目標とし、奉仕の理想をもとに食事代の無駄をなくす意識を
持つ様、会員へ協力をお願いします。

　例会出席を優先できるようスケジュールを一か月前に案内し、出欠の予定に変更ある場合には、都度例会前日までに連絡を
いただく様お願いします。全会員年間出席率 90% を目標で、活動していきます。無断欠席者には次回ニコニコボックスへ協力
をお願いします。

親睦活動委員会　瀬戸口　進　委員長
　　皆葉会長の目指す「ロータリーを考える」の実現に向けた親睦をおこない
ます。会員同士のコミュニケーション、ロータリーの活動に理解と支援をいた
だいているご家族の皆様も楽しめる特別例会も開催していけるよう検討しま
す。前年度は夜例会を月 1 回開催しておりました。今年度も夜例会を多数開催
できるよう頑張っていきます。特別移動例会も新しい企画も立てて開催できる
よう頑張ります。どうぞよろしくお願いします。

プログラム委員会　吉岡　隆久　委員長
　皆葉会長の「ロータリーを考える」とのロータリーの精神学び、ロータリー
の魅力を出せる様、会員同士の親睦を考えてプログラムを考えています。
　新入会員卓話で仕事、趣味等の卓話をいただき、会員相互の理解を深める
こと考えています。
　今年度は会長の方針もあり在籍年数の長い会員の卓話の機会を設け、仕事
や今までのロータリークラブの経験談等を語っていただくことで、会員が仕

事やロータリークラブの活動に活用できる例会を検討します。外部招待卓話がある場合には、時間の許す限り時間制限延長枠
を使い発表していただくことも検討しています。特別月間に基づいた例会にしたいと考えています。
　親睦委員会と連携し、親睦例会や他団体との交流例会も計画してます。出来る限り充実した例会を目指します。よろしくお
願いします。

広報　クラブ会報・広報委員会　鈴木　昌実　委員長
　会長の「ロータリーを考える」に沿った活動とし、会報作成、つくば学園
ＲＣの例会、奉仕活動を取材し正確な情報を伝えます。
　会報を通じて会員の相互関係を深めるられるよう務めます。合わせてホー
ムページを活用し、例会活動を随時発信しクラブ内外のロータリークラブの
以外の方にも広く活動紹介していきます。
　撮影した写真はクラウド上で管理し、会員が利用できる様にします。 

　広報活動とは各マスコミへの情報の発信、「ロータリーの友」や「月信」への情報を発信していきます。また Facebook 等の 
SNS を活用し、例会活動の状況を PR していきます。
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国際奉仕委員会　下村　正　委員長
　今年度は筑波大留学生と久しぶりに JICA との交流もしてみたいなと考えて
います。それから海外クラブとの交流事業としてフィリピンの地元の小学校
に備品等の寄贈を考えています。
　アイセック 筑波大の事務局が海外の留学生との職業上の支援や発展途上国
への支援しているとの事です。こちらも協力もしてみたいと考えています。
　地区で行なっている WCS 事業「この指とまれ」で各クラブがいろんな奉仕

を行なっています。精査をしてクラブとして支援融資していきたいと考えてます。今年一年頑張ります。

大里年度　委員会事業報告

ロータリー財団委員会　大堀　健二　委員
　事業報告は、つくば学園ＲＣは年会費の中に財団への寄附金が入ってます
ので、達成率は 100% です。地区では目標値に達成してないクラブは警告が
通達されますが、当クラブは達成率 100% で、とても居心地がいい財団委員
会でした。また皆葉年度でもそうなることを願います。
　ベネファクターには大里会長になっていただき、ポールハリスソサエティ
は村上　憲範会員が達成していて、会員数が多く、寄付も多いのクラブとし

て認知されています。
　11 月のロータリー月間では前回ロンドン大学留学していた園田くんに卓話をしていただき、グローバル補助金の留学生の
経験談を話していただきました。
　引き継ぎとては、会員の皆様の認知で寄付が集まること、ドル換算で寄付をしていますので、時期によって寄付の額が変わ
りますので、ドル換金率に注目しながら寄付をしていくということです。一年間の寄付ありがとうございました。

つくば学園ロータアクトクラブ活動報告　吉川　佳祐　会長

　つくば学園ＲＡＣの目標は「世界が地域に貢献できる人になるために活動す

る」、次年度のクラブターゲットは「ＤＦ」と言い、Defense「自クラブを固める」、

Dash Forward「突猛進で進めていく」、Diversity Faced「多様な人を受け入れる」

Desire Future「未来を強く思いう」と４つを考えています。

　7 月の活動報告です。4 ／ 21 の国際ロータリークラブ 2820 地区大会に出席。

4 ／２８〜２９は全国研修会で福岡に行きました。本当は 7 月から活動を開始

する予定でしたが、筑波山清掃活動の企画・活動もしました。国際ＲＡＣの地

区大会では、進行役として、6 ／ 4 には筑波大学内で献血のボランティア、関東ブロック研修会の方にも前年度のＲＡＣの方

と一緒に参加しました。栃木県の地区大会にも参加しました。目標はつくば学園ＲＡＣを２年間で 50 人のクラブしたいと思

います。７／１３の初の公式例会に甲府南ＲＣが出席ということで、7 月 9 日に例会に参加してきました。出席率が常に 75%

超ということで、そこの違いを分析しました。歌を歌う際に誰か指揮者を立てて歌ってること、メインプログラム前に準備運

動をして体を鍛えるような活動をしていることかなと思いました。9 月には台湾に行き海外のＲＡＣとの交流を深め、国際奉

仕をしたいと思います。また例会に参加しますので、よろしくお願いします。
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フィリピンメトロイロイロ４０周年式典参加報告　鈴木　昌実会員

　村上　憲範会員がフィリピン・メトロイロイロＲＣの４０周年に招待され

ているとのことで、６／１３〜１６にかけて、私も一緒に参加してきました。

久しぶりの海外ということで、多少は緊張しましたが、先日に行われたゴル

フ大会では、イロイロに唯一あるゴルフコースで、創立 100 年を超える由緒

あるゴルフコースで４０周年ということで海外のロータリアンも祝福に参加

しており、村上会員と私、そしてオーストラリアのパストガバナーと３名で

プレーしました。

　ゴルフの後は表彰式と前夜祭という形式で、海岸沿いにあるイベント会場に参加しました。多くの出席者と海外からの参加

者に驚きでした。

　４０周年記念式典前に、会長の就任例会に参加をし、ここで、村上会員が名誉会員として表彰を受けました。式典では各国

の参加者と地元のロータリーアンが参加をし、メトロイロイロＲＣの４０周年を盛大に楽しんでいました。式典では、車が当

たるチャリティ企画があり、参加しましたが残念ながらハズレてしまいました。

　みんな明るく接してくれ、楽しい４０周年の式典に参加させていただき、村上　憲範会員をはじめ、メトロイロイロＲＣの

ロータリアンには感謝申し上げます。素晴らしい海外交流となりました。ありがとうございました。

皆が楽しめた素晴らしい前夜祭でした 村上会員名誉会員表彰おめでとうございます 楽しい式典に参加させて頂きました。

つくば学園ロータリークラブ　野球同好会　甲子園遠征報告

６／２９〜３０でつく学園ＲＣ野
球同好会が全国ロータリークラブ
野球大会（会場：阪神甲子園球場）
に出席しました。当日はあいにく
の雨でしたが、前日の懇親会でバ
ナーの交換をしてきました。
別府北 RC（大分）
田辺ＲＣ（和歌山）
大阪うつぼＲＣ（大阪）
大阪西ＲＣ（大阪）
八尾ＲＣ（大阪）
出雲南ＲＣ（島根）
京都西ＲＣ（京都）
ありがとうございました。
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ニコニコボックス

木村　英博　会員
那須塩原でのゴルフ合宿お疲れ様でした。中野さん優勝おめでとうございました。
一週間早い慰労会となりましたね。来週の本番を楽しみにしております (^ ^)

高田　稔美　会員
先日は結婚記念日のお祝いありがとうございました。気がつけば 15 年振り返れば 15 年、カメリアでランチして家内の笑顔を久し
ぶりに見ました。これからも仲良くできればいいなと思いました。 

村上　義孝　会員
茨城福祉体験キャンプご協賛ありがとうございました。おかげさまで小学 4 年生から中学 3 年生まで定員 30 名があっという間に
終わりました！
 
中野　勝　会員
昨日、一昨日とゴルフ同好会、那須合宿に参加してきました。肩の荷が下り気持ちよく振り回してきました。おかげで優勝させて
いただきました

稲本　修一　様（土浦南ロータリークラブ）
孫のご支援誠にありがとうございましたおかげさまで元気で幼稚園に通っています。
茨城 YMCA のチャリティーゴルフ倶楽部の皆様多数のご参加よろしくお願い申し上げます。

雨宮　淳　様（つくばサンライズロータリークラブ・会長）
コメントなし

ひろくん手術成功のお礼・術後報告　チャリティゴルフのお知らせ
土浦南ロータリークラブ　稲本　修一様

　孫のひろの心臓移植に際しましては、クラブの皆様から本当に暖かいご支援を
賜り、おかげさまであの時 3 億 2 千万円の募金をしてたのですが、2 億 8 千 500
万円を頂戴し、日本でドナーが見つかりそして日本で移植手術をして現在は元気
に幼稚園に通園しています。1 ヶ月に 1 回ぐらい定期検診をしていますが全く異
常がないということで、皆様から頂きました本当に尊い募金は同じ時期に募金を
しておられた 5 人のグループにお分けをし、皆様目標に到達して全員がアメリカ
に行って全員移植に成功して、日本に戻ってこられました。本当に素晴らしいこ
とだと思っています。皆様方の孫に対する支援がこのような形で大きな実を結ん
だということをご報告を申し上げます。本当にありがとうございました。
　 第１０回 YMCA のチャリティーゴルフを霞ヶ浦ゴルフ倶楽部で 120 人の予定
で募集をしています。土浦・つくばのロータリークラブ、ライオンズクラブの皆
様にもご協力を頂き、チャリティーゴルフを成功させたいと思います。 YMCA は
つくば市東新井を拠点とし、つくばの学童保育・障害者のケア・給食のサービス
などの支援を続けています。そのボランティアの活動の資金とし、同時に社会福
祉協議会にも寄付していただくという目的です。是非とも友人も誘いの上、成功
に導いていただければと思います。どうぞ宜しくお願い致します。
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つくば学園ロータリークラブ 『ロータリーを考える』
〒 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

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/

ロータリーは世界をつなぐ

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

https://www.rotary.org/ja

2019-20 年度　中村　澄夫ガバナー　地区スローガン　

人、学びて更なる奉仕
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

It is the 34th year since 1986
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2019-20 年度　Ｒ I テーマ　マーク・ダニエル・マローニー

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

92 62 27 2 3 3 75.58%

プログラム予告
07 月 18 日 18:00 〜 21:00 移動例会 『直前会長・幹事慰労会』 
     会場：ラ・ポルタ（ホテルベストランド 1F） ※ 17：40 より受付開始
07 月 20 日 11:00 〜 14:00 移動例会  『納涼パーティー』・会場　つくば市　ゆかりの森（工芸館前デッキ広場）
     ※ 7/25（木）より変更
07 月 25 日 休会    ※ 7/20（土）へ振替の為
08 月 01 日 11:00 〜 12:00 理事会 19-20 役員・理事、プログラム委員長、親睦活動委員長
　                12:30 〜 13:30 例会  会長挨拶・「会員増強月間に因んで」浦里委員長
08 月 08 日 12:30 〜 13:30 例会  各委員会委員長事業計画発表
08 月 15 日 休会    休会（定款細則第 6 条第 1 節により）
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