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2022年～2023年度　国際ロータリーのテーマ

RI（国際ロータリー）の創立：1905（明治38）　日本のロータリー創立：1920（大正9）

姉妹クラブ　RI第3520地区 台北陽明扶輪社
会長 　佐藤　ぱうろ　　 幹事　沼尻　大

事務局：土浦市中央2-16-9（常陽銀行4F）　TEL 029-822-1250　FAX 029-824-8830

例会場：L'AUBE Kasumigaura　　毎週木曜日　12：30～13：30
URL  http://www.tsuchiura-rc.org　E-mail  office@tｓuchiura-rc.org

RI（国際ロータリー）承認 日本国内247番
創　立　1958年2月14日（昭和33年）
承　認　1958年3月 7日（昭和33年）

土浦ロータリークラブRI第2820地区　茨城県

2022～23年度 
国際ロータリー会長

ジェニファー・ジョーンズ氏

土浦ロータリークラブ写真館土浦ロータリークラブ写真館土浦ロータリークラブ写真館

2002 年 8月 1日
第 45期（大槻年度）８月第１例会 週報表紙（一部）

2022～2023年度（第65期　佐藤ぱうろ年度）

VOL.10月13日（第3104回）10月第2例会プログラム .13
●点　鐘 会　長　　　　　　　　
●ロータリーソング 四つのテスト
●ビジター紹介 親睦活動委員会
●米山奨学生　奨学金授与 米山記念奨学委員会
●幹事報告・委員会報告
●会　食
●誕生祝・結婚記念祝・入会記念祝 親睦活動委員会
●新会員卓話
「高齢なご家族への悩み・心配事解決に向けて 清水　勉 会員
                  ～金融ジェロントロジー取組のご紹介」
●にこにこ＆米山BOX　　　　　　　　　  S.A.A
●出席報告 出席委員会
●点　鐘 会　長
●ロータリーソング それでこそロータリー

10月は地域社会の経済発展・米山月間です10月は地域社会の経済発展・米山月間です10月は地域社会の経済発展・米山月間です



前回の例会報告前回の例会報告前回の例会報告

大野ガバナーより、浦里酒造（浦里地区副幹事の会社）
の名酒「霧筑波・知可良」を頂戴しました♪

ガバナー公式訪問例会

大野治夫ガバナー集合写真



11：00～11：45
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目録贈呈

委員会報告

午前協議会

米山記念奨学会寄付（30万円）

ロータリー財団寄付（1,000ドル）

河合　隆 米山委員長

廣瀬　正 親睦委員長

幹事報告 沼尻　大 幹事
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格調高く、和やかに　  S.A.A

ガバナー卓話 大野　治夫ガバナー

　まず、話ではなく映像を通して私の年度の目標等を見て頂いて、ご理解の程を宜しくお願いしたいと
思います。
　今年も昨年に続き、新型コロナウイルス感染症終息が見えない為、国際協議会がバーチャル開催とな
りました。ジェニファー・ジョーンズRI会長は2022-23年度のテーマを「IMAGINE ROTARY」と発
表しました。日本表記は「イマジン・ロータリー」です。
　RI会長の好きな色は、紫・緑・白で紫はポリオ、緑は環境、白は平和を意味しています。

「想像して下さい、私達がベストを尽くせる世界を、私達は毎朝目覚める時世界に変化をもたらせる事
を知っています。昨日の事をイマジン(想像)する人はいません。それは未来を描くことです」

ロータリーで私たちは、持続可能な良い変化を生むために人びとが手を取り合って行動する世界という
ビジョンの実現には、多様性があり、公平で、インクルーシブ(包摂的)な文化を培うことが不可欠であ
ると理解しています。

「ポリオのない世界を想像して下さい。みんなが安全な水を使える世界を想像して下さい。
疾病のない世界、全ての子供が読み書きを出来る世界を想像して下さい。
やさしさ、希望、愛、平和を想像して下さい。
だからこそ、「イマジン・ロータリー」がテーマなのです。

2022-23年度　地区スローガン・地区目標
【地区スローガン】
　enjoy life　～人生を楽しむ～

【地区目標】
一人一人が想像力を持って奉仕する

【具体的行動目標】
１．クラブサポートと地区運営強化
会員増強・維持(地区会員2000名の回復・クラブ純増2名・女性会員の拡大)、新クラブ設立
地区目標、行動計画の更新
リモートシステムによる会議開催

２．質の高い奉仕活動の推進
クラブセントラルを活用しロータリー賞達成を支援
ロータリーを学び互いに成長する機会の提供
持続可能な開発目標(SDGs)に貢献する奉仕活動の推進
友好地区との協働による人材発掘の推進
青少年への支援推進(IAC・RAC・RYLA・EX)

３．公共イメージの向上
地区ホームページ・茨城新聞ロータリー情報館・SNS・他メディアへの発信
第2820地区ロータリーカーによる全地域クラブ訪問
奉仕活動の学術的発信(国連・学会・新聞・雑誌)

４．ロータリー財団の活用と支援
地区補助金を活用した地域社会への貢献
グローバル補助金を活用した国際社会への貢献
奨学生の支援
ポリオ根絶、コロナ終息活動の推進
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公平性の高い財団寄付の推進（年次寄付150ドル・ポリオ30ドルの達成）
ベネファクター　各クラブ1名、PHF・PHS　地区70名、MD・AKSの推進
ロータリーカードの推進

５．米山記念奨学会の支援
米山記念奨学会委託事業を通じた第2820地区内で学ぶ留学生の支援
米山寄付の推進、一人25,000円以上(普通寄付5,000円＋特別寄付20,000円)

６．環境保全の推進
地球環境問題の理解を深める機会の提供
クラブ環境保全活動を支援
9月18日に分区内で海岸、河川、湖沼の清掃活動を行って頂く
フォトコンテストを実施する（12月まで募集）

７．国際大会に参加しよう
2023年5月27日～31日にオーストラリア・メルボルンで開催されます。
カンガルー、コアラが待っているぞ!!

　続きまして多様性、公平さ、インクルージョンについてお伝えします。ロータリーで私たちは、持続
可能な良い変化を生むために人びとが手を取り合って行動する世界というビジョンの実現には、多様性
があり、公平で、インクルーシブ(包摂的)な文化を培うことが不可欠であると理解しています。

　私たちは多様性を重んじ、すべての背景、年齢、民族、人種、肌の色、障がい、学習スタイル、宗
教、信条、社会経済的立場、文化、婚姻状態、使用言語、性別、性的指向、ジェンダー自認だけでな
く、異なるアイデア、考え、価値観、信念を持つ人びとによる貢献を大切にします。

　ロータリーへの入会、参加、リーダーシップの機会といった面で、歴史的に特定のグループの人びと
が障壁に直面していたという点を認識し、すべての人が成功のためのリソース、機会、ネットワーク、
支援への必要なアクセスを得られるよう、地域社会でのパートナーシップも含め、ロータリーのあらゆ
る側面で公平さを促進していくことに私たちは全力を注ぎます。

　私たちは、すべての人が目に見える、または目に見えない本質的に独自の資質を備えていると信じて
います。また、自分が大切にされているとすべての人が感じ、帰属意識を持てるようなインクルーシブ
な文化を築くことに尽力します。

　高潔性というロータリーの価値観に従い、DEI(多様性、公平さ、インクルージョン)にいたる旅路に
おいて組織として自分たちがどこにいるのかを正直かつ透明性をもって見据えるとともに、これからも
学び、向上し続けていくことに全力を尽くします。

　最後に52万5600分を有意義な時間にしようとしました。
１年間を分にすると52万5600分です。
皆さんともに大事に！エンジョイしましょう。
　ありがとうございました。



格調高く、和やかに　  S.A.A

新会員入会式

出席率100％表彰懇親会

委嘱状授与 クラブ協議会

新会員紹介

氏　　名 菅井　歩美 君
事業所名 一般社団法人 リトルフォレスト 　
生年月日 昭和59年10月３日
事業所住所 〒300-0837　
 土浦市右籾2340-28
 TEL　841-1850（法人）
 　　　804-0950（園）
推 薦 者 安藤真理子　中山雅彦
職業分類 保育園

氏　　名 平岡　佳代 君
事業所名 おおつの司法書士事務所
生年月日 昭和55年11月５日
事業所住所 〒300-0028　
 土浦市おおつ野8-16-21
 TEL　828-0050
推 薦 者 安藤真理子　中山雅彦　
職業分類 司法書士

11：30～14：50平島隆之　選挙管理委員会 委員
關本淳一　広報委員会 委員



ガバナー 大野 治夫 様（つくば学園RC）
地区幹事 下村 正 様（つくば学園RC）
地区会計長 小林 保弘 様（つくばシティRC）
地区副幹事 市村 文江 様（つくばシティRC）
地区副幹事 石塚 安代 様（つくばシティRC）
地区副幹事 浦里 浩司 様（つくば学園RC）
地区副幹事 木村 英博 様（つくば学園RC）
ガバナー補佐 中村 浩美 様（石岡RC）
ガバナー補佐セクレタリー　山本　進 様（石岡RC）

来訪ロータリアン

土浦RCスクラッチ会　2022.10.10

地区バッチを会員
全員に頂きました
地区バッチを会員
全員に頂きました
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にこにこBOX

10/6　計105,000円 累計730,000円
米山ボックス

10/6　計20,000円 　累計149,000円
例 会 予 告

10月20日 出前卓話　米山地区委員会

会　員 欠　席 出　席 免除・欠席 出席率
55名 14名 35名 6名 71.42

出 席 報 告

9/24 ガバナー補佐・総括委員長合同会議　關本
10/6　懇親会　飯山、臼田、小原、河合、菊池、小坂、
古徳、佐藤（昭）、佐藤（ぱ）、菅井、鈴木（實）、髙橋、
鶴田、中島（賢）、中山、沼尻、沼田、原田、廣瀬（正）、
廣瀬（太）、福田、藤澤、松井
10/10 土浦RCスクラッチ会　磯、臼田、河合、菊池、
關本、藤澤、藤田
10/11 第54回筑波大学「学長を囲む会」　佐藤
（ぱ）、沼尻

メークアップ


