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2018-2019 年度大里年度収支決算報告
会計監査報告で 2018 年 7 月 1 日から 2019 年 6 月 30 日までの大里直前会長より提出されました各報告書、確認させて
いただいた結果それぞれ適正なものと判断します。
2019-2020 年度皆葉年度予算案
入会金が一番大きく変わる箇所だと思います。できれば新入会員 2 名増員は上回る入会をさせていただきたいと思います
あと奉仕活動費が収入の予算として数字をあげてます。ニコニコボックスへのご協力よろしくお願いします。本年度もこの
予算をなるべく使い切るような勢いで活動できればと思います。各委員長さんを中心に活発な員会活動また新しい事業との
提案をしていただければと思いますのでよろしくお願いいたします。

ロータリー特別月間

8 月：会員増強及び拡大月間
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つくば学園ロータアクトクラブ活動報告および活動予定
つくば学園ローターアクトクラブの今後の活動報告と今後の予定につ
いてお話しさせて頂きます。
今後の予定で XmasTown つくばのイベントに参加予定となっていま
す。
活動報告ですが、7 月につくば学園ローターアクトクラブの正式発足
例会を開催しました。総勢 40 名の参加があり、初めての例会でしたが、
東京、大阪、山梨などの他の地区のローターアクトクラブの方も出席
していただき、最初に良いスタートが切れたかと思います。8 月はつく
ば路 100 km 徒歩の旅のお手伝いしました。５日間の期間中３日間ロー
ターアクトクラブがお手伝いをしました。8 月 17 日地区の交流会、15
日にはアークタウンつくばひまわりキャンプでローターアクトクラブ
の方活動させて頂きました。今後の活動報告ですが、国際ロータリー 2820 地区ローターアクトクラブの候補という形でチ
ラシを作ってます。半年に 1 回は作ろうということで決まっています。今後の予定の中でつくば学園ローターアクトクラブ
を筑波大学の団体登録をしようと思っています。その中で大きなボランティア行事が欲しいなと思っていたところ今年の 11
月 29 日から 12 月 1 日にかけてクリスマスタウンという行事がつくば市のカスミのセンターで行うということで聞き、今日
塙千賀子さんにきていただき、3 分ほど説明をします。自分達もローターアクトクラブとして大人数でやっていきたいと思っ
ているので団体登録をして多くの人数でローターアクトクラブの運営できるよう頑張っていきたいと思います。
よろしくお願いいたします
音色のまちづくり実行委員会

塙

千佳子と申しますよろしくお願いします。

今年つくば市で初めてクラフトマスターというイベントを開催させていただくことになりました。以前は鉾田市で 2 年開
催していたイベントとなっています。私自身が企画して開催していました。簡単に言うとクラフトマーケットにミュージッ
クフェスティバルを 2 本の柱として組み合わせたイベントとなっていて、文化振興のため最近のイベントでクラフトマーケッ
トのみと言う事はあるのですが、それも一つ伝統工芸ですが、もっとクラシック音楽や民族音楽を取り入れたイベントとなっ
ています。芸術文化振興のために企画したので、お祭りの時に自然に耳に入ってくるようにクラシック音楽が流れていたり、
民族音楽の古い楽器の音色を楽しむなどで文化を取り入れていただきたいということで始めました。しかも音楽だけではな
く、例えば踊りや伝統舞踊なども取り入れてます。
地域の中に芸術文化を信仰させつつ、さまざまな体験に情緒
豊かに、心豊かな子供たちが地域に増えていくということは結
果、地域に大きく貢献していくのではないかと考えています。
今年はつくば市のカスミ様で開催させていただける機会があ
り、つくばで初めて開催ですので、イベント自体を広く皆様に
知っていただき、協賛のご協力いただける方がいないかなと考
えています。よろしくお願いします。
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8 月：会員増強及び拡大月間
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運営協議会様

やさしく見守ってあげてください。

毎週出席率向上のため、お知らせありが 多くの出席ありがとうございます。
とうございます。

とても楽しく例会を開いています

クラブ総会無事承認されました

本日の食事も美味しそうです

本日のお客様
JICA 筑波

連携推進課長

つくば学園ＲＡＣ

会長

小林健一郎 様
吉川

佳祐 様

幹事 浦野

涼太 様

音色のまちづくり実行委員会
委員長

点鐘で例会スタートです

塙

千佳子様

− ニコニコ BOX −
・鈴木

冨士雄会員

9 月でゴルフ習って 1 年頑張って練習してもますが、上手くなりません東急での結果もビリで
した。練習しかないですか？

・増山

栄

会員

JICA 小林課長様

本日は大変ありがとうございました。つくば学園ロータリークラブの事業

に今後ともご協力よろしくお願いします。
・木村

英博会員

本日は総会お疲れ様でした。先日宮城の実家の父（75 歳）がオレオレ詐欺で 200 万円を取ら
れてしまいました。子を思う気持ちを利用する酷い犯罪です。皆さん気をつけてください。

・村上

義孝会員

おととい 8 月 27 日、千葉勝浦にダイビングをしに行って参りました。楽しかったです。
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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
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30

2

3
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73.25%

プログラム予告

09 月 05 日 11：00 〜 12：00 理事会
09 月 05 日 12：30 〜 13：30 例会

19-20 役員・理事、プログラム委員長、親睦活動委員長

会長挨拶・
「基本的教育と識字率月間に因んで」国際奉仕委員会 委員長 下村正会員

※会員奥様誕生及び結婚杵祝、8 月ﾆｺﾆｺ大賞
09 月 12 日 12：30 〜 13：30 例会「会員卓話」塚田陽威会員
09 月 19 日 12：30 〜 13：30 例会・招待卓話「茨城いのちの電話」について

後援会幹事

今田悟史様

09 月 25 日 19：00 〜 21：00 移動例会「第 4 回米山奨学生との交流会」・会場：筑波大学会館「レストランプラザ」
09 月 26 日

休会

9/25（水）第 4 回米山奨学生との交流会へ振替の為

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
2019-20 年度

Ｒ I テーマ

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

マーク・ダニエル・マローニー

ロータリーは世界をつなぐ
2019-20 年度

中村

澄夫ガバナー

https://www.rotary.org/ja

地区スローガン

人、学びて更なる奉仕
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/

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

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

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

