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会員卓話　会員増強委員長　浦里浩司会員

各委員会事業計画発表

会員卓話　会員増強 浦里　浩司 委員長／各委員会事業計画発表／ニコニコ BOX　他

ロータリー特別月間　8月：会員増強及び拡大月間

　水戸の地区のセミナーに参加してきました。第２８２０地区の
会員増強としては、各クラブ純増 2名の方をお願いされました。
２８２０地区では、年度がかわった後に会員の人数が 2000 名を
越えて安心するそうですが、年度末になると退会者が出て、また
1900 名台に逆戻りしてしまう。なんとか地区の会員を 2000 名台
で維持したいというのが、地区の方から強く言われてきたので、つ
くば学園ＲＣとして皆葉会長にご意向をお伺いしたところ、クラブ
も純増 2名の会員増強で行きたいということで言われてますので、
皆様のご協力を頂き、純増 2名で現在 89 名会員数を 90 名の大台
に乗せたいというのが、皆葉会長のご意向ですので真剣に会員の勧

誘をして皆葉会長の御意向の 90名台に乗せていきたい思っています。
皆様ご協力よろしくお願いいたします。

ロータリー情報委員会 中野　勝 副委員長
　例年行っている年 2回のオリエンテーションを開催し、ロータリーについての理解を
深めていただきます。それから会員に例会などで月間テーマの情報を提供していきます。
皆様ご協力よろしくお願いします

奉仕プロジェクト委員会　下村　正 委員
各委員会がバランスよく予算事業内容が十分できるように統括またアドバイスするとい
うことで大里委員長が計画しています。我々も楽しみにしていきたいと思います。よろ
しくお願いします
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職業奉仕委員会　古本　朝彦 副委員長
　例年の企業訪問例会や小中学校に講師を派遣し職業について話す活動を行
なっています。今年も内容を継承して、同じような活動を検討していますが、
今年は企業訪問に関しては「環境」をテーマに環境管理・環境対策を取り組
んでいる会社を訪問する計画をしています。合わせて、小中学校に講師を派
遣する活動も開催する予定です。
その時はご協力よろしくお願いします

社会奉仕委員会　山崎　幸登 委員長
　社会奉仕委員会としての活動は 11月に集中するのですが、ロータリーの森
の創生事業を 11 月 3日予定とし、つくばマラソンのエイドステーション事
業を 11月 24日と予定しています。皆様ご協力よろしくお願いいたします。
　他にはまつりつくば支援、乳がん撲滅運動、自殺予防活動、薬物乱用防止
活動支援、献血活動支援、といくつかの事業に支援をしていきます。
よろしくお願いします。

青少年奉仕委員会　上野　修 委員長
　つくば学園ロータアクトがスタートし、会長の吉川さんがなかなか元気のあ
る方で、あっという間に 7、8人の会員を集めてくれました。いままで一番疑
問に思っているのが、何故、青少年のローターアクトがうまくいかないのかと
いう事、企業に誰かを出してくれるようお願いして渋々参加し、ボランティア
とは何なのかよくわからないまま、ゴミ拾い活動をしたり、何かのイベントの
時の駐車場の案内看板持ちを手伝ったりとか、あまり魅力がない活動が多いと
思うので、飯泉会員が行なっている筑波ジュニアオーケストラような活動は、
魅力的な活動を行なっていて、多くの関係者の人たちと繋がりがあり、オーケ
ストラをやってる飯泉会員は知識が深いと思うのと、ボーイスカウト第 3分団
も一緒になったり、中学生との語る会をどういう風に行って人生として生きがいとして何なのかということを会員 90人と若
者たちがボランティアというものは何なのか、筑波山に行ってゴミ拾いをして、プラカード置いて集まったことではなく、そ
れぞれが生きがいを持って活動していく事は、私たち自身が考えなきゃいけないということなのだと思います。私達自身の気
持ちをもって活動していく事によって自然に人が勧めてくれ、魅力的にしてくれなければ、会員数は少なくなって、3年目に
はまた活動休止になる、何が一番私達にとって大事なのかと言うことを是非この機会にみんなと一緒にディスカッションした
いなと思いますのでよろしくお願いいたします。

ロータリー財団委員会　猪瀬　博 副委員長
　1. ロータリー財団プログラムを会員に理解していただき、その活動の広報を
推進する 2. ロータリー財団への寄付を推進し、11月のロータリー財団月間に
例会卓話を開催する 3. ベネファクター会員の増強 4. ポリオ特別募金、会員一
人あたり 20ドルの寄付を目標 5. 各委員会の地区補助金を推進する 6. ポール
ハリスソサエティー会員の増強
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－ ニコニコ BOX －
　・村上　憲範会員 暑さに負けず頑張りましょう
　・木村　英博会員 暑い日が続きます。熱中症で倒れる方が多く保険給付が続いております。くれぐれも皆様お体に 
   はご自愛ください 
　・猪野　研一会員 久しぶりの出席になってしまいました。出席率向上に努めます。
　・野堀　喜作会員 ゆかりの森の例会皆様出席ありがとうございました。
　・高田　稔美会員 暑いですね ～
　・猪瀬　博　会員 7 月はほとんど欠席してしまいましたが、8月は真面目に出席するつもりです。 
　・野堀　雄樹会員 初めての SAA いっぱいいっぱいです。 

つくば学園ロータリー基金　皆葉　真治 委員
　つくば学園ロータリー基金は元々米山奨学生をメインで考えたのですが、我々
独自に奨学生を育成しようということで始まりました。過去には何人かの奨学生
を支援したのち一部使い方を広めようということで交番とイーアスに AED を設置
しました。またモンゴルの体育館の増設にもこちらから支出しました。他に有効
に使えないか会員の中で意見をお聞きしながら方向性を決めていければと思いま
すのでよろしくお願いします。

米山記念奨学会　井田　充夫 委員
　今年は東京芸術大学博士課程の許さんを奨学生として４月より 1年間迎えるこ
とになりました。基本的に月に 1回の例会には参加していただき、多くの会員と
親しく交流を図り、奨学生の育成を行なっていきたいと思います。
　二つ目はつくば市のロータリアンと米山奨学生との交流会を昨年度に引き続き
開催し米山奨学生学友メンバーに参加いただき、交流を重ねていきます。開催は
9月 25日の水曜日で、案内がありますが、是非 2820 地区の奨学生はかなり優秀
な学生が沢山いますので交流を図っていただき奨学生に対する育成懇親を深めて
いただきたいと思います

初 SAAだそうです。
顔が引きつってるような～

会員増強卓話をみなさん真剣に聴いてい
ます。

こんなに美味しそうな料理いつもありが
とうざいます。



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１３６４－１

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
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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

89 63 26 0 4 0 74.1%

プログラム予告
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）
08月 22日 12：30 ～ 13：30  例会　会員卓話　増山栄 会員
08月 29日 12：30 ～ 13：30  例会　2018-2019 年度　決算・監査報告／ 2019-2020 年度　予算（案）について
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