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本日は、池田正純ガバナー公式訪問で池田正純ガバナー、宮本武憲地区
幹事、園部昌彦地区会計、中村康博地区副幹事兼事務局長、石井早苗ガバナー
補佐・浅野栄子セレクタリー、吉岡照文パストガバナー、野堀喜作パスとガ
バナーにお越しいただきました。そして多くの会員の皆様に例会の出席して
いただきました。
これから例会・クラブ協議会と池田ガバナーにつくば学園ロータリーク
ラブの活動をよく見ていただき、ご指導を受けてまた新たなロータリー活動
に繋げていきたいと思います。本日もよろしくお願いします。

ガバナー公式訪問
各クラブが所属してる国際ロータリーの役員が訪問する年 1 回の大切は機会です。
ガバナーとの協議会
例会出席
クラブ協議会

クラブの実情を聞き、クラブ側は問題点を提起してお互いに率直な意見を討議します。
その年の RI 会長のテーマの解説を含めた卓話をします。

各委員会のその年度の奉仕活動が報告され、ガバナーまたはガバナー補佐の指導を受けます。

ロータリー特別月間

10 月：経済と地域社会の発展月間／米山月間
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ガバナーとの協議会
池田正純ガバナー

挨拶

当クラブで 37 回目の訪問になりました。本日は吉岡パストガバナーと野堀パ
ストガバナーの見守る中で大変緊張しておりますが、一生懸命協議会を行います。
一つは所属クラブの創立時期があまり変わらないのですが、つくば学園 RC の
会員数は 80 名を超えています。会員を増強するノウハウをつけていこうと思って
います。よろしくお願いします。

浦里浩司会長

挨拶

当クラブは今年創立 35 周年で、来年 5 月に 35 周年記念例会を予定しています。
会員数は 89 名、在籍 30 年以上が 7 名、20 年以上が 10 名、10 年以上が 20 名、
10 年未満が 50 名の会員が所属しています。ベテランのキャリアを持った先輩会員
がし我々の相談役となり、会長の方針に沿って、若い会員が自由に運営をしている
オープンなクラブであると思います。
現在はコロナ渦の中ですが、それまでと変わらずの月 4 回の例会を開催、親睦
も月一回必ず開催しています。他クラブから心配の声もあがりますが、我々主催者
側が気をつけて活動しています。仕事の都合で出席できない会員も我々は理解して
います。
今後の課題としては 10 年以下の若い会員がロータリー活動の楽しさをもっとを
知っていただくことが今後の課題と思っています。

ガバナー卓話

池田正純ガバナー
2020-21 年度

国際ロータリーの目標

１. 地区は新しい革新的なクラブモデルを作る
ロータリーは変わらなければなりません。一つの方法は新クラブが新しいモデ
ルを作る事です。例えば週に１回はオンラインで例会を行うこと、スマホで連
絡を取り合いながら顔を合わせるのが月に 1 回という若いクラブもあります。
２. 既存会員を維持しつつ、入会を促進することで、クラブ会員の増加を図る
若い世代の声を聞き、既存クラブへの入会を若い世代にとってより魅力的なも
のとする。
３. 新しい会員を注意して選び、新会員はクラブにぴったり合い、また新会員の
期待に応えるクラブである事を確認する
クラブが新会員の期待に接する必要があります。十分に時間をかけて、真剣に取
り組むことは生涯続いていく新しい友情を繋ぐのと同じことです。
４. 女性会員や 40 歳未満の会員の入会、またローターアクターのロータリークラブ への入会を促し、会員増加を図る
５. インターアクト、ローターアクト、ロータリークラブ会員間およびほかのロータリー活動の積極的参加・協力を強化する
６. ポリオ撲滅活動において、ロータリーとロータリアンが果たしている役割を広く伝える
8 月 25 日 WHO からアフリカでポリオが一掃され、残すはアフガニスタン、パキスタンの２カ国だけとなりました。
７. 地区財団活動資金（DDF）を十分に活用することで、地区補助金、グローバル補助金、ポリオプラス、ロータリー平和センター
の資金とし、地域社会および海外でのプロジェクトを増やす。
地区補助金はほとんどのクラブから地区補助金をいただきました。
８. クラブは毎年少なくとも 1 回の戦略会議を開く
クラブに公式訪問した際は、必ず戦略会議を開く様要請してください。と言われてきました。
1 回と言わず、複数回開催してください。
それから地域の特製や、歴史など 10 年前、5 年前、現在の年齢分布表などや平均年齢表、入退会者数を調べて調べて、
分析結果を踏まえながら踏まえながら話し合う機会を作り協議してください。

ロータリー特別月間

10 月：経済と地域社会の発展月間／米山月間

TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I.

It is the 35th year since 1986
2020-21 浦里年度 『レッツトライ！ ワンチームで』
会報

VOL.15

9.2020-21 年度のロータリー賞を取る
昨年はほとんどのクラブがロータリー賞を受賞しました。
受賞するには 25 項目のうち、13 項目をクリアします。是非ともお願い
します。

地区
◉

地区スローガン
「ロータリアンのイノベーション」〜磨こう 人間力！！〜」
としました。これはロータリーは常に進化をしていくということ、衰退
する時間を過ごすのではなく、進化への時間を使ってください。
時間は私たちのためにスローダウンしてくれません。
◉ 地区目標
環境問題の強化、ロータリーの組織的変革
環境問題
・オゾン層の破壊
・砂砂漠化
・水資源の危機危機
・エネルギー問題
・食料の問題
・生物の多様性
・人口爆発と貧困
・地球温暖化
・森林破壊
・ゴミ問題
ロータリーの組織的変革
・会員増強、各クラブとも会員純増を目指してください。若い会員や女性会員の積極的増強
・新クラブ、E クラブ、衛星クラブ結成に努力する
・戦略計画によりクラブの強化を活性化
・MYROTARY への登録の推進、クラブセントラルなどの有効活用
・クラブロータリーカード、地区ロータリーカード、委員会ロータリーカードの作成の推進
これは、支払いを行うと 0.3％が財団の寄付になります。皆様にカードを作っていただき、利用して
いただくことで財団に 0.3% 入るのは、集まれば大きな寄附金となりますので、是非カードを作って
いただきたい。
◉

人道的奉仕の重点化と増加
・インターアクター、ローターアクターがリータリークラブや地域社会と一緒に奉仕プロジェクトに参加する
・ポリオプラス、年次基金を増やす。
・地区補助金、グローバル補助金を利用した地域や海外での活動推進

◉

公共イメージと認知度の向上
・
「ロータリーデー」を各クラブで開催し、ロータリーイメージの向上を図る
・地区オームページ、クラブホームページの活用

◉ 青少年への支援と学友連携の強化
今年度はロータリー学友委員会を立ち上げました。いままでにある米山委員会とか、ローテックスとか財団学友とかこの様な
組織はありましたが、ロータアクトやインターアクト、VDT など全体の組織が無かったので、この様な組織を作りました。今年
は委員長に山崎清司パストガバナーにお願いし、年明けから活動していく予定でいます。

ロータリー特別月間

10 月：経済と地域社会の発展月間／米山月間
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ロータリー財団と米山記念奨学会への支援
１ ロータリー財団一人 150 ドル以上（年次寄付 130 ドル・ポリオ 20 ドル）ベネファクター各クラブ 1 名以上
２ 米山記念奨学会 1 人 2 万 5,000 円以上（普通寄付 5,000 円・特別寄付 20,000 円）

クラブ協議会
池田

石井

正純ガバナー

講評

つくば学園ロータリークラブ のクラブ協議会に出てたくさんの意見を聞きました。
会員の年齢は、４０代、５０代、６０代ととてもバランスの良く、また、ベテラン会員や 2 名のパストガバナーが指導役
にまわり、若い会員の相談にのるという、本当に素晴らしい体制だと感じました
本日の各委員会のたくさんのお話を聞いて、若い力でしっかりとした活動していること、本当に素晴らしいと思います。

早苗ガバナー補佐

講評

長い時間ありがとうございました。つくば学園ロータリークラブ は大所帯で、組織もしっかりしていて素晴らしいクラブ
だなということをつくづく感じました。なによりも若い会員が入会しているのは素晴らしいことです。あと一つの課題は、
女性会員を勧誘していただきたい。女性が入って少し違う視点も参考にして、もっと大きく強く成長していただきたいと
思います。
よろしくお願いします。

ニコニコ BOX
荒

正人

会員 ガバナーご来訪ありがとうございます。経済活動も戻りつつありますがコロナには油断せず頑張りましょう。

磯山

正蔵

会員 池田ガバナー公式訪問ご苦労様です当クラブへのご指導ありがとうございました。

浦里

浩司

会員 池田ガバナようこそつくば学園 RC 会会員一同歓迎に努めます倶楽部競技会でのご指導よろしくお願いいたします。

木沢

藤房

会員 池田ガバナー公式訪問ありがとうございますご指導よろしくお願いします。

木村

英博

会員 本日は池田ガバナー初め、多くのご来賓の皆様にご参加いただきましての例会です。メンバーの皆様多々のご参加にも心より
感謝申し上げます。レッツトライ！ワンチームで！の実践♡ ありがとうございます。

逆井

甚一郎会員 公式訪問よろしくお願いします。
会員 池田ガバナー、本日はご来訪ありがとうございます。

菅原

俊

鈴木

昌実

会員 雅美池田ガバナー石井パストガバナー本日は 1 日よろしくお願いします。

高田

稔美

会員 池田ガバナー、石井ガバナー補佐、地区役員の皆様、本日はありがとうございます。

野堀

喜作

会員 池田ガバナーご苦労さんです。

馬場

清康

会員 池田ガバナー、つくば学園 RC の公式訪問ありがとうございました。

増山

栄

吉岡

照文

会員 池田ガバナー、ご一行様お世話になります。1 日よろしくご指導をお願いします。
会員 池田ガバナー、石井ガバナー補佐、本日はありがとうございます。よろしくお願いします。
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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

59

30

0

4

6

76.47%

プログラム予告
11 月 03 日 09：30 〜 13：30

移動例会「ロータリーの森創り」・場所

11 月 05 日 11：00 〜 12：00

理事会 20-21 年度役員・理事、プログラム委員長、親睦活動委員長

つくば市豊里「ゆかりの森」

11 月 05 日 12：30 〜 13：30

例会・会長挨拶・招待卓話「ロータリー財団月間に因んで」※会員・奥様誕生・結婚記念祝い

11 月 12 日 休会 休会（11 月 3 日（火）に振替の為）
11 月 19 日 12：30 〜 13：30

例会 招待卓話 筑波大学名誉教授・彫刻家

11 月 26 日 19：00 〜 20：30

移動例会「３クラブ合同夜例会」会場 ホテルグランド東雲

篠田守男氏 演台「現代アートとは何か・・・」

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
2020-21 年度

Ｒ I テーマ

http://www.kyoto-yamashiro-rc.com/
第２８２０地区

ホルガー・クナークＲＩ会長

2020-21 年度池田

正純ガバナー

地区スローガン

ロータリアンのイノベーション・磨こう人間力！
https://www.rotary.org/ja

http://www.rid2820.jp/

４つのテスト
１．真実かどうか
３．好意と友情を深めるか

２．みんなに公平か
４．みんなのためになるかどうか

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 『レッツトライ！

ワンチームで』

〒 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：ホテル日航つくば

茨城県つくば市吾妻１丁目１３６４−１

