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皆様、こんにちは。
平成 18年につくば学園ロータリークラブに父の

跡を継いで右も左もわからない状態で入会したのです
が、そのロータリー生活も 15年になり、今年会長を
仰せつかりました。今までにいろんなロータリー活動
の思い出もありますが、先日、ロータリー活動をして
いて良かったと思える出来事がありました。
私の会社も売り上げが半年ぐらい停滞してました。
ですが、平成 18年に一緒にロータリークラブに入

会した元会員の方から連絡をいただき、消毒用高濃度
アルコールの依頼がありました。
ある施設を施工して、引き渡しをする際に依頼主に

高濃度アルコールを寄贈したいが用意できますか と連絡がありました。本当に涙が出るように嬉しいお話
を頂きまして、「他を断ってでもご用意します。」お答えしました。
つくばで一緒にロータリークラブ活動をして、つくばの片田舎の作り酒屋の事を忘れずにいてくれたの

かなという、ロータリーの友情の賜物かなということを非常に嬉しく感じました。
当時は一緒にいろんな奉仕活動やロータリークラブに入会して様々な業種の方とのお付き合いもできた

し、知り合いもたくさんできました。そういった中で非常に今回は自分の胸にもしみました。
このようなお付き合いができるのもロータリークラブ活動を通じてのことですので、今後の新しく入会

される方もどんどん当クラブに入会をしていただきたいと思います。
当クラブはベテランの会員から若い会員まで幅広く年齢層も揃っておりますし、やはりクラブの友情ま

た親睦会での親睦これを本当に大切に、今年度はコロナウイルスに負けずに団結して活動して行こうとい
うことをテーマに抱えてますので、今回の出来事は本当にロータリークラブの活動をしてきたからかなと
感じましたので、私事でしたがクラブ会員の皆様にお披露目したいと思ってお話をしました。
今まさにコロナウイルスの第二波、第三波なのかが分からない状態ですが、まだまだコロナウイルス感

染者が県内のいたる所に出て患者さんも増えています。今は普段の時と似たような感じの例会を行えてい
ますけれども、できれば例会も休会とせずにこうやって皆さんの顔を見て伺いにお話をしながら、活動を
続けていきたいと思いますので、皆様十分に気をつけてください。
楽しく活動したいと思いますので、頑張ってワンチームでいきましょう。ありがとうございました。

ロータリー特別月間　8月：会員増強及び拡大月間ロータリー特別月間　8月：会員増強及び拡大月間



TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I.TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I.
It is the 35th year since 1986It is the 35th year since 1986

2020-21 浦里年度　『レッツトライ！　ワンチームで』2020-21 浦里年度　『レッツトライ！　ワンチームで』

会報　VOL.05

ロータリー特別月間　8月：会員増強及び拡大月間ロータリー特別月間　8月：会員増強及び拡大月間 ロータリー特別月間　8月：会員増強及び拡大月間ロータリー特別月間　8月：会員増強及び拡大月間

幹事報告　木村　英博幹事
こんにちは、レッツトライ・ワンチームで！よろしくお願いします。
先ほどの浦里会長のお話がありましたが、元会員からの消毒液の依頼という
ことで友情と男気を感じたという話は、実は続きがあり採算度外視で 600 本
をお渡ししたとの事です。元ロータリー会員の男気を男気で返した浦里会長、
本当に誇りに思いました。

幹事報告
 ・9月プログラムの件
 ・移動例会企画の件
 ・直前会長・幹事慰労会決算報告の件

 ・2019-2020 年度会計監査報告の件
 ・2020-2031 年度予算（案）の件
 ・正会員推薦の件
 ・九州豪雨災害義損金依頼の件
 ・外国人食糧支援の件
 ・コロナ復興花支援の件
 ・あかげらの森トイレ設備支援依頼の件
 ・ロータリー財団グローバル補助金奨学生とのオリエンテーション決算報告の件
 ・その他
  茨城新聞広告掲載協力依頼の件

本年度、会員増強委員長を務めます中野　勝です。よろしくお願いします。
今日は、会員満足度アンケートにご回答頂きます。会を増強するための一つ
のポイントとして、クラブの状況を把握するということを入れていますので、
そのツールとして使いたいと思います。
今回の卓話は、会員増強の具体的な方策の形というより、現場と課題という
ところでお話します。
会員増強がなぜ必要か、今更ですが基盤（人とお金）を強化する。特にお金
の面だと思いますが、基盤を強化すればクラブに活気が生まれてクラブの存
在価値・存在意義が高まり、奉仕の力が高まるという風に言われています。毎
年 RI に毎年人頭分担金を支払っています。それが一人当たり 70ドルなので、8,000 円～ 9,000 円程度支払っているということにな
ります。
会員の会員数の現状を報告すると 2820 地区は、昨年度 2019 年度の 1,950 名。それに対して今年度の期始は 1,885 名ということ
で 70人ほど会員が減っています。これは限りしたクラブと人数を大幅に減らしたクラブがあるということです。
地区増強セミナーというのがありましたが、地区の方では理事を維持した上で状況をお願いしたい 2019 年度の皆葉年度の期始が
89名。それに対して今年度浦里年度の期始が 86名ということで 3名の減少になっています。
浦里年度は今年度 3名の増強を目標にしていましたが、今回の入会承認で早速目標を達成するというような状況になります。

会員卓話　会員増強に因んで　
  会員増強委員会　中野　勝 委員長
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今後は、達成した目標を維持しながら増強していくということが課題になります。
会員数の推移グラフがあります。（右 グラフ１）この 10年で約 200 人会が減少してます。
これに対し当クラブでは、ここ 10年で 24名増加、大野年度で 80名を超えてから現在に至っ
ています。会員の平均年齢（右 グラフ２）を見ると会員の増加に伴って年々と若がっている
という経過がありますが、ここ数年 3年ですね会員数の増減が少ないので平均が上がり傾向
になっていることが言えると思います。今後は元気のある若い会員を勧誘していくのがひと
つの課題になります。また最近は、女性会員の増強が言われていますので地区内で女性のい
ないクラブが数クラブしかないとのことで、当クラブででも意見があるかと思ますが、色々
検討していかないといけない課題かと考えています。
ではどのように会員を増やしていくかというと会員の皆様からの声かけが一番いいかと思っ
ています。候補者がいれば積極的に勧誘をお願いしたいと思います。勧誘してもすぐに返事が
無い場合、他のクラブに入会してしまうという事があるので勧誘したらしっかりとフォローし
て頂くということが必要です。
以前、大野会員が増強を確保した時に勧誘には圧力が効果的だよというような話をされてま
した。強い圧力と思われない程度に勧誘をしていただければと思います。また候補者に例会を
見学して、クラブの近況も味わっていただくというのも大切だと思いますので勧誘したい方が
いられれば例会に連れていただきたいと思います。
会員の維持に関しては地区の目標として維持率 93%ということを掲示しています 100 人で
93人は残ってもらうという数字です。維持のポイントは奉仕活動、親睦会例会の楽しさだと
言われていて、楽しさを共有することが維持に繋がってくると考えています。新入会員オリ
エンテーションなども実施していて、コミュニケーションを活発にするということも必要になってくるかと思います。楽しい企画で
会員相互の親睦を深めていただいてクラブを活性化していきたいとに考えています。どうぞご協力よろしくお願いします。

グラフ１

グラフ２

２０２０コロナ復興つくば花火大会実行委員会
五十嵐　徹　副実行委員長　ご挨拶
今回は実行委員長である市村君からの発案で、街を元気にしようと今年は祭り
も花火なくなってしまい、子供達に一つでも夏休みの思い出を、医療者の皆様
への励まし、つくばにある花火屋さんの支援もしようと、相対的にコロナ復興
支援という形で始めまして、この度は理事会の方でご承認いただきまして誠に
ありがとうございました。
打ち上げ場所は秘密ですが、つくば市内 11箇所打ち上げを予定しております。
協賛の集まり次第では時間も少し延長できるかどうかになりますが、1箇所は
15分場合によっては 30分程度、花火を打ち上げる予定です。また個別にご協
賛いただいている方も本当にありがとうございます。まだ協力も受けています。

あともう少しのところまで来ていますので、是非ご協力いただければと思います。よろしくお願いします。

米山記念奨学生　楊　萍 様 ご挨拶　

お招きいただきありがとうございます。今は授業を全てオンラインで受け、あと半年ぐ
らいで卒業します。私のの研究は、「両親と離れて一人暮らしをしている子供たち」です。
このような研究にはフィールドワークに行かないといけないのですが、コロナウイルスのた
めに実施できず、これから新しい方法を見つけて頑張っていきたいと思います。無事就職活
動が終わり内定をいただきました。これからもよろしくお願いいたします。
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ニコニコBOX
中野　勝　会員 拙い卓話ご清聴ありがとうございました
広瀬　貴之会員 先日、直前会長幹事慰労会には多くの方々にご参加いただきましてありがとうございました。
  自分はアルコールの体内消毒をやりすぎて記憶まですっかり洗浄してしまいました。
  やはり何事もやりすぎはいけませんね。反省します。

齋藤　修一会員 浦里会長挨拶には感動しました。ちょうど今年度の RI テーマロータリーは「機会の扉を開く」と重なりました。
  おめでとうございます
鬼沢　一彦会員 早いものであれから 3週間経ちました。クラスター発生源にはならなかったようです。
  ありがとうございました。
塚田　陽威会員 浦里会長の本任の挨拶良い話題でした。当時のダイワ社の大友氏の友情の件。
  私の記憶では、当時当クラブで女性事務員のトラブルがあって大友氏の計らいでダイワの女性に手伝って頂いた。 
小河原公男会員 父の件では、たくさんのお心遣いありがとうございました。
木村　英博会員 下間さん 承認（理事会）おめでとうございます。改めてよろしくお願い申し上げます (^^) 
大野　治夫会員  Y & F マネジメントの下間社長をよろしく
市村　剛　会員 8 月 22 日 20 時 10 分前後オールつくばワンチーム花火ゲリラ！場所は明かせませんが市内 10箇所で行います。
  こころより協賛ありがとうございました。まだまだ協賛受け付けております。
上野　修　会員 昨日那賀川に行って釣りをしていた時に、心臓心肺停止の人が上流より流れてきました。
  心肺蘇生を行い救助隊員にお願い致しました。 
木沢　藤房会員 前回 SAA デビューしました。自分のニコニコ提出も頑張ります
中田　勝也会員 夏に向けてダイエットをしましたが、コロナの関係で海に行くこともなくなったので色々諦めたら、
  太り出しました。7キロ痩せて 4キロ戻り。。。何事も気持ちが大切だと思いました。
石井　一　会員 前回うっかり例会忘れてしまい無断欠席してすみませんでした。
猪瀬　博　会員 皆さん暑さに負けず頑張りましょう。 
鈴木冨士雄会員 暑いですが体に気をつけましょう。
鈴木　昌実会員 暑中お見舞い申し上げます。突然暑くなったので皆様熱中症に注意してください。 
村上　義孝会員 8 月になりました。暑い日が続きますが、コロナに負けず頑張りましょう！
久保田康隆会員 花火のご支援ありがとうございました。 

8月度　会員・奥様誕生日・結婚記念お祝い
会員誕生日
松田　一秀　会員　　5日
小城　豊　　会員　　13日
村山　友彦　会員　　20日
林　　康夫　会員　　20日
田山　和芳　会員　　21日　

奥様お誕生日
広瀬　真実　　様　　3日
北島　昌子　　様　　7日
赤荻　百合子　様　　14日
大木　真由美　様　　15日
高橋　亜由美　様　　15日
大堀　優子　　様　　18日
小河原久美子　様　　19日
今川　美香　　様　　21日
池田　幸代　　様　　22日
逆井　まさい　様　　24日
海堀　明日香　様　　28日

ご結婚記念日
松田一秀　・　麻美　ご夫妻　　5日
田中芳和　・　由紀　ご夫妻　　8日
市村　剛　・　麻美　ご夫妻　　18日
野堀雄樹　・　紗羅　ご夫妻　　31日

7月度　ニコニコ大賞
菅原　俊　　会員
　鬼沢　一彦　会員

大賞受賞おめでとうございます！！
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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/

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

https://www.rotary.org/ja

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！

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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2020-21 年度　Ｒ I テーマ　ホルガー・クナークＲＩ会長 第２８２０地区

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 30 1 4 2 70.74
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08 月 06 日 11：00　～　12：00　　 第 2回理事会　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

08月 06日 12：30　～　13：30　　 例会　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

08月 13日  休会　休会（8/22 へ振替の為）

08月 20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」

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　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

〒 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

例会場：ホテル日航つくば
茨城県つくば市吾妻１丁目１３６４－１


