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第１６話

国際ロータリーのテーマ

ジムビーム

デビルズカット

第１４話にて天使と悪魔のお話
をさせて頂きましたが、なんと
悪魔の取り分を商品にしたお酒
が存在するようです。こちらは
ウィスキーではなくアメリカの
バーボンですが、ご興味のある
方はお試しくださいませ。
さてこの辺で酒飲み話をひと
つ。オミクロン株なるものが再
登 場 し た と の こ と で す が、
DELTA、OMICRON、これらの
１２文字を並べ替えますと
MEDIA、CONTROL、となるそ
うです。今宵もハイボールが進
みそうです。
ジムビーム デビルズカット
￥2,200

2021〜22年度 国際ロータリー会長

シェカール・メータ 氏

12月は疾病予防と治療月間です。
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前回の例会報告

第64期 上半期事業報告
なわれている「夜例会」や「親入会員懇親会」

ロータリー情報委員会
ロータリー情報委員長

大槻

利夫

等の設営を行なう。来年、１月１３日「大新年会」
を開催予定。

今年度の新入会員は今現在
１名で、東日本電信電話㈱土
プログラム委員会

浦・つ く ば 営 業 支 店 支 店 長
濱田

プログラム委員長

正人様です。

橋本

祐一

早く会員とコミュニケー
ションを図り親睦を深めて行

■上半期は当初予定の例会開

きましょう。

催回数 23 回の内、コロナ禍

スター委員会の実施についてはまだですが、１月

の影響があり実開催は 16 回

〜２月中に新入会員と三年未満の会員を中心に開

の開催で 69.6％でした。

催したいと思いますのでよろしくご協力お願い致

卓話については事業計画通り

します。

の考え方で、上半期はコロナ
禍の影響を鑑みてクラブ内の卓話中心に行い、下
半期に外部講師を取り入れた卓話を行う予定に
なっています。

親睦活動委員会
親睦活動委員長

福田

雅典

また、ミニ卓話も１２月第４週から始めます。
ミニ卓話についてはコロナ禍で会員のコミュニ

今年度、親睦活動委員会で

ケーションが不足しているため、各会員の近況報

は、ロータリーの二本柱とし

告を中心にお願いしています。

て重要な「親睦と奉仕」を念

①新入会員卓話

頭に活動しております。ロー

・対象者５名中２名終了

タリー運動が地域に根ざし必

後の３名は１月 20 日、３月 24 日、４月 14

要不可欠とされ、会員をはじ

日を予定している。

めクラブが飛躍的に成長する為に会員相互の親睦
を図りながら奉仕に繋げ活動しております。

②出前卓話（地区の施策）
・クラブ奉仕委員会の出前卓話
③ミニ卓話開始

【現状の活動】
・毎月、第一例会において、
「会員ならびに配
偶者の誕生日祝い」・「入会記念祝い」・「結婚記
念日祝い」を発表、記念品を贈呈させて頂き、
その他会員と共にお祝いの親睦を深めておりま
す。

・12 月 23 日３名のミニ卓話を実施予定
鶴田会長、佐藤会員、沼尻会員
④外部講師による卓話
・安藤市長４月 28 日
（母子の健康月間に関連する内容）
・NHK アナウンサーによる卓話を予定

・スクラッチ会（クラブ内ゴルフ愛好会）の受

■下半期につきましては、コロナ禍の状況にもよ

付や設営補佐

りますが、外部講師の卓話を積極的に取り入れて

・例会時、ソーシャルディスタンスを保ち来訪

くと同時に「ミニ卓話」も入れていき、会員同士

者や会員をお出迎え・ビジター紹介を行い、例

のコミュニケーションの向上に繋げていきたいと

会片付けを行なっております。

考えています。

【今後の活動】
・新型コロナ感染症拡大防止を鑑みて、例年行

週に１〜２回、クラブ HP やクラブ SNS

クラブ会報委員会
クラブ会報委員長

臼田

恭士

（Facebook と Twitter）で、当クラブの活動
やロータリーに関連する話題＆活動内容につ
いて広く情報発信を実施。

クラブ会報委員会の上半期

３．会員企業メディアを通じてのクラブ活動情報発信

の事業報告としましては、緊
急事態宣言が発出された影響

11 月 3 日に実施した 2820 地区の「茨城海

で、例会自体が８月、９月が

岸美化プロジェクト」において、海岸でのゴ

休会となり、その際には臨時

ミ拾いの様子を J:COM さんに取材、その後、

号を発行いたしました。臨時

番組で放送していただきました。

号では休会中でもＺｏｏｍ等で理事会が数回開催

４．クラブのイメージビデオ作成

されており、理事会での審議事項やＺｏｏｍでの

会員の例会参加が多いと見込んだ１１月４

例会参加への取り組み、地球環境保全プロジェク

日のガバナー公式訪問日に、クラブイメージ

トの進捗状況を報告いたしました。例会で報告し

ビデオ作りのための素材準備として、業者さ

ていた土浦ロータリーの現状や地区との協議事項

んを介して、多くの会員さんへの簡単な動画

をお知らせすることができ、休会中でも活動して

インタビューをさせていただきました。ご協

いた部分をお伝え出来たかと思います。

力ありがとうございました。

現在の感染状況を見ますと、このまま例会が開
催できそうな状況ですので、引き続き見やすい週

年が変わったらプレビュー版を皆さんにご
覧いただけるよう、現在、鋭意編集中です。
５．公共イメージ向上につながる活動への参画

報を意識しながら、作成してまいります。

前期は活動実績無し。
前半としては、コロナで例会を含むクラブ
活動の制約を受けた中、計画していた各事業

公共イメージ委員会
公共イメージ委員長

平島

隆之

を順調に実施できたと評価しています。

2021-22 年度の公共イメー
ジ委員会が掲げる事業計画

ＳＡＡ委員会
ＳＡＡ委員長

は、

鈴木

敏之

１．「ロ ー タ リ ー の 友」紹
介
２．ク ラ ブ HP、ク ラ ブ
SNS 等を利用した情報発信
３．会員企業メディアを通じてのクラブ活動情
報発信

和やかな中にも厳かで格調
高い例会運営を心掛けまし
た。今期よりの新しい事業と
して２点行いました。一つは、
「私の好きなメロディー」を

４．クラブのイメージビデオ作成

毎週会員の皆さんに順番で選

５．公共イメージ向上につながる活動への参画

曲していただき例会前のひと時を音楽で楽しんで

の５つの計画を立てて活動しています。

いただくことにしました。もう一つはニコニコ

各計画に対する前半の実施活動実績につい

BOX に寄付をいただいたお礼の品として土浦ロー

て、以下、ご報告いたします。

タリークラブオリジナル切手シートを作成し、寄

１．「ロータリーの友」紹介

付をしていただいた方全員に差し上げております。

これまで計３回（７月第１例会、１０月第

コロナ禍のため例会が中止となった影響もありニ

２例会、１２月第１例会）、例会でロータリー

コニコ BOX の目標額には達しておりませんが引

の友を紹介。

き続き皆様からのご寄付をいただけるよう努めて

２．クラブ HP、クラブ SNS 等を利用した情報発信

まいります。今後の予定として 2022 年 2 月 15
第64期Vol.16

日（火）夜に土浦南ロータリークラブとの懇親会
を予定しておりますので皆様のご参加をお願いい
たします。

にこにこBOX

12/9

計36,000円

累計1,003,000円

出席報告

青少年奉仕委員会
青少年奉仕委員長

鈴木

亮

会 員

欠

54名

席

22名

出 席 免除・欠席 出席率
30名

2名

57.69

１．大学生、高校生との交流
を図る
奉仕活動を通じ、
【つくば

例会予告

国際大学】
【霞ヶ浦高等学

12月23日

校】の学生と新たな交流
が出来ました。

年次総会
ミニ卓話 鶴田会長、佐藤（ぱ）さん、
沼尻さん

茨城海岸美化プロジェクトに参加する予定
だったのですが新型コロナの影響による日程
延期の為、参加は叶いませんでしたが、今後
の土浦 RC の奉仕活動に参加することを確認
しています。
２．土浦ロータ―アクトクラブの活動を支援する
つくば国際大学 3 年生４名を対象にローター
アクト説明会を実施しました。
茨城海岸美化プロジェクトで矢口土浦ロータ
―アクト会長と共に奉仕活動をおこない令和
3 年 11 月 29 日土浦南ローターアクト、つく
ば学園ロータ―アクトと３クラブ合同例会を
実施しました。又、上半期最終に１名の新規
入会者を得る事が出来ました。
今後はロータ―アクトクラブの会員増強・組
織強化を中心に活動を支援していきます。
３．地区青少年事業への参加
令和 3 年 7 月 18 日に開催された国際ロータ
リー 2820 地区青少年奉仕研究会に参加し、
土浦ロータリークラブ 10 月第 2 例会で会員
の皆様にご報告させて頂きました。
今後も地区青少年事業へは積極的に参加して
いきたいと考えています。
【青少年奉仕委員会】どの事業計画に於いても会員
の皆様の御協力が必要な活動でございます。
下半期に入りますが引き続きのご支援、御協
力を宜しくお願い致します。

格調高く、和やかに
やかに

S.A.A
SAA

