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幹事バッチ引き継ぎ式

鬼沢

一彦

直前会長挨拶

幹事の役目もしっかり引き継ぎ、すっかり肩の荷が降りまし
た。来週の直前会長幹事慰労会で楽しく慰労したいと思います。
筑波山でお待ちしていますので皆様の参加よろしくお願いいた
します。

木村

英博

幹事挨拶

改めましてこんにちは
本年度幹事を務めます木村です。 歴代使ってきたバッチはすごく輝
いています。幹事バッチの重みを噛み締めながら 頑張って参りたいと
思います。「レッツトライ！」ということで頑張っていきたいと思いま
す。
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つくばシティロータリークラブ
金子 他喜男会長 ご挨拶
つくばシティロータリークラブの 会長を務めます金子です。よろしくお願
いします。
この度つくば学園ＲＣの増山栄会員が、国土交通大臣賞 受賞されました。
おめでとうございます
つくばシティＲＣは、今年で 28 年目、昨日つくば学園Ｃが親クラブという
ことで浦里会長と木村幹事に例会お越しいただき甚だ恐縮をしています。
会員数も活動も子クラブは親クラブを超えることができないというのを私
の代で何とか覆したいと思っていますが、果たしてそれができるかは当然無
理だと思いつつ頑張っていきます。
活動に関してもコロナウィルスの問題で、先んじて奉仕活動のマスク・除菌液の寄贈を素早く行動されるのは、流石つくば学園ＲＣ
の親クラブ です。その行動力を受け継ぐためにも、いろんな形でご助言をいただきながら、会員をトレードしてお互いに活性化して
いく、そういう形の中で初めて親クラブを子クラブが抜くことができるという風に私は考えいます。当然無理と言われるのはわかって
います。そんなことで今後とも親は子の面倒を見る責任があので、今年は新入会員はつくばシティＲＣ に入会させようと 言っていた
だければありがたいなと思います。
昨年、会長エレクトを仰せつかり昨年の今頃、オリンピックの話が活発でオリンピックの年に会長か、と浦里会長もも喜んだと思い
ます。実際コロナウイルスでこのような形になり奉仕活動も何をするか悩みますが 、皆様のご支援をいただきながら 1 年間勤めて参
りたいと思います。 何卒よろしくお願い申し上げます。

つくばシティロータリークラブ
鈴木 潤幹事 ご挨拶

浦里会長・木村幹事にご来訪いただきお話をいただきました。私は幹事なので

木村さんの話を聞いていたんですが、潑剌として素晴らしい話をいただきました。
同じ様には無理かなと思いつつ、今年は木村幹事を見習って今年 1 年を勤めて行
こうと思っていたのですが、金子会長から下にぶら下がってるだけじゃダメだと
厳しいお話しいただきましたので、斜め 45°下辺りから追いかけながら、今年一
年木村幹事を見習ってロータリー活動をしていきたいと思っています。
つくば学園ＲＣの皆様にご指導いただき温かい目でつくば学園シティＲＣを向
けてただければと思います。よろしくお願いします。

各委員会事業計画発表
奉仕プロジェクト委員会

皆葉

真治委員長

事業計画として職業奉仕・社会奉仕・国際奉仕・青少年奉仕各委員会バランスよく事業予算内で運営できるように、またアドバイ
スしていきます。
ロータリー情報委員会

皆葉

真治委員長

事業計画は入会 3 年未満の会員に対して、
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理解を深めるという事でやっ
ていますが、RLI（ROTARY LEADERSHIP INSTITUTE・ロータリーリーダシップ研究会）の資格を取ってる 大堀会員・高田会員・木村会員の
3 人に講師をお願いして 本格的な勉強をしていきます。
また例会などで 特別月間テーマ の情報を提供します
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真治委員長

事業計画は基金の有用な使い方を検討していきます。
勧誘・維持・教育・選考委員会

中山

正巳委員長

勧誘及びその友人等から入会希望者を推薦していただきオリエンテーション に参加していただく。維持は機会を設けてオリエン
テーションの主催、欠席の続く会員には積極的に連絡をして出席に導く。教育は会員増強委員会及びロータリー情報委員会との共
催で年 2 回オリエンテーションを開催しロータリーの知識を高める。選考は入会希望者については入会後会員から異議が出ないよ
うにいろんな周知を行い、理事会審議の後に会員告知をし 2 週間以上の経過をもって委員を閣議し最終承認とする。
職業分類の空きが少なくなるよう配慮することを大きな目標を掲げています。会員数が 200 ぐらいになると空きは無くなるかと
思いますが、会員数が 86 で多くの空きがありますので、最大 の会員数になるよ 浦里会長に頑張っていただきたいと 思います。
出席委員会

下村

正委員長

出席委員会は個人の出席率を管理することを今年は行っていきたいと思います。方法は今いろいろ検討中ですが、例会のテーブ

ルの割り振りも役割と知りましたので、来月から少し割り振りし、少し出席率の悪い人は重鎮塚田会員に厳しくお叱りをしてもらっ
て なんとか少しでも出席率を上げていきたいと思います。 よろしくお願いします。
親睦活動委員会

広瀬

貴之委員長

活動は現在コロナウイルスの騒動で若干の自粛モードではありますが、会員の皆様のコミュニケーションもちろん ご家族も含め
た例会を楽しく安全に計画して、皆様方の親睦を深めさせていただきたいと考えいます。
また新入会員の親睦を図るための企画や新入会員等をですね SNS 等で、会員の皆様方にこういった活動を頑張ってるぞと 言うこ
ともですね PR できたらいいなと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。
プログラム委員会

上野

修委員長

今回のプログラムのテーマは、
「キングコングと ET」
です。これはいろんな視点があって、その視点を知ることで良さができる様に、
会員 80 名、
90 名の中では好き嫌いが出る時もありますが、好き嫌いだけで友達になれないなどの考えはその時だけにしていただき、
仲間は視点が 違うんだという観点でやってくことをテーマに プログラムをいたします
出席しないと損するなと思っていただける様、出席委員会に協力を頂いて、全員が出席して本当に感動したならば市民講座をやっ
て 行ければいいなと思っています。このような方向で 1 年間をプログラムしていきたいと思います。 よろしくお願いします。
職業奉仕委員会

高野

勝憲委員長

事業計画はＲＩ会長の「 ロータリーは機会の扉を開く」、地区ガバナーの「 ロータリアンのイノベーション・磨こう人間力！」

浦里会長の「レッツトライ！ワンチームで」ということで、今のこの新型コロナウイルス感染症で、未曾有の事態の中で業績が逆
に向上した会社であったり、機械の扉を開いた会社であったり、新たな取り組みを行ったイノベーションされた会社であったり、ピ
ンチをチャンスに変えたような レッツトライワンチームでを実践した会社であったり、そういったところを訪問したり、卓話をお
願いしたりをやりたいと思います。10 月に第 1 回職場訪問、Ｉ 1 月に職業奉仕月間にちなんで１月に第 2 回職場訪問の予定をし
ていますが、この新型コロナウイルスの時期ですので、どのような形で開催できるかというのは ちょっと悩ましいところではあり
ますが、会長・幹事と委員会の皆様と相談しながら、より充実した委員会の内容として頑張っていきますので、よろしくお願いい
たします 。
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ニコニコ BOX
つくばシティロータリークラブ

金子

他喜男

会長

浦里会長、木村幹事をはじめ皆様のご健勝とつくば学園ロータリークラブの益々のご発展をお祈りいたします

浦里

浩司

会員

つくばシティロータリークラブ

金子会長、鈴木幹事様、ご来訪いただきありがとうございます。また昨年は大変お世話になりま

した。今年共々楽しく活動していきましょう！
木村

英博

会員

本日はつくばシティロータリークラブ

に頑張りましょう♡

金子会長、鈴木幹事ようこそいらっしゃいました。日頃より感謝申し上げます。1 年間共

鈴木

一雄

浦里会長

久保田

会員

一年間よろしくお願いします

康隆会員

久しぶりの参加になりました。浦里会長、会員の皆様、一年間よろしくお願いします

中山

正巳

会員

浦里会長就任おめでとうございます。夜遊びしないで自宅に籠っていると、いつのまにか出不精に！
財布のお札もたまには入れ替えが必要かもね。

鈴木

昌実

会員

古本

朝彦

会員

鬼沢

一彦

会員

長瀬

行弘

会員

高田

稔美

会員

マイロータリーの登録お願いします 。

先日は誕生日祝いをいただきありがとうございました。日本酒が大好きな妻が喜んでいました。

来週お待ちしております。何事もありませんよに。

明日晴れるかな？

10 年ぶりの康隆君とのコンビでした。ダメ出しされなくて良かったです（笑）

本日の合計

40,000 円

／

累計額

127,000 円（目標額：１会員３万円

）
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本日のお客様
つくばシティ RC

本日のお客様
金子

他喜男会長
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浦里会長、点鐘！
鈴木

潤幹事

本日も多くの参加ありがとうございます

なかなか手こずっています（笑）

前回のと合わせちゃいました（笑）

久しぶりのつなぎ

ほとんどパクリ！？中山委員長

高出席目指します！

いろんな視点で楽しみましょう

工夫をして職業奉仕します。高野委員長

皆葉委員長

いろんな親睦企画します。広瀬委員長

上野委員長

下村委員長
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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

86

56

27

2

4

2

74.39

プログラム予告
07 月 16 日 19：00

〜

21：00

移動例会「直前会長・幹事慰労会」 会場：「ひたち野」

07 月 23 日 休会（海の日）定款・細則第６条第１節により
07 月 30 日 12：30

〜

13：30

例会

08 月 06 日 11：00

〜

12：00

第 2 回理事会

08 月 06 日 12：30

〜

13：30

例会

08 月 13 日 休会

会員卓話

小河原公男会員 「コロナ関連融資について」
役員・理事メンバー各位、プログラム委員長、親睦活動委員長

会長挨拶

会員増強月間に因んで「中野委員長」 会員奥様誕生・結婚祝、7 月ニコニコ大賞

休会（8/22 へ振替の為）

08 月 20 日 12：30

〜

13：30

例会

08 月 22 日 18：30

〜

21：00

移動例会 「浦里年度納涼祭」会場：ホテル ベストランド前ビアガーデン ※雨天決行

08 月 27 日

12：30

〜

13：30

例会

招待卓話「内田彰子氏（筑波大学医学部卒）」「オリンピックの危機管理について」
クラブ総会・2019-20 年度

決算及び監査報告・2020-21 年度

予算 ( 案）について

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

