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土浦ロータリークラブRI第2820地区　茨城県

2016～17年度 国際ロータリー会長

ジョン・ジャーム 氏

2016年～2017年度　国際ロータリーのテーマ

ネクストロータリー 土浦ブランド  ～ 土浦ロータリークラブの伝統を次代に… ～
2016～17年度 土浦ロータリークラブ　第59期　クラブテーマ

乙戸沼　乙戸沼公園は、乙戸沼を中心とした大きな公園です。休日には
沼で釣りをしたりする家族連れで賑わい、イベントが開かれたりもしま
す。土浦市南部の憩の公園です。

制作：土浦市子ども会育成連合会
協力：土浦市・土浦市教育委員会

上高津貝塚　上高津にある縄文時代の貝塚です。たくさんの貝殻にま
じっていろいろな物が見つかり、縄文時代の生活を知ることができま
す。また、焦げて割れた塩づくりの土器も沢山出土しました。

●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
●幹事報告・委員会報告
●会　食
●結婚記念祝・入会記念祝 親睦活動委員会
●ロータリー財団研究会報告 
●青少年奉仕研究会報告 
●クラブ奉仕研究会報告 
●にこにこ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 我等の生業



会 長 挨 拶

前 週 の 例 会 報 告

小倉　史義 会長

会員増強委員会　安藤真理子 会員会員増強月間に因んで

こんにちは。8月に入りました。皆さまにおきましては、益々ご健勝のことと存じます。
今の時期は、1年で一番暑い大暑にあたります。暦の上では、今週末から立秋になりますが、暑い日はこ
れからもしばらく続くと思います。どうぞ　お体には　ご自愛なさってください。
さて、8月は、「会員増強月間」です。次年度が、クラブ創立60周年を迎えるのを踏まえて今年度は、クラ
ブ組織拡充を重点項目としており、新会員5名の入会を目標としています。
お陰様で会員皆さまのご尽力がありまして、本日、「櫻井 弘之」さんと「山村 一仁」さんのお二人が入会

される運びとなりました。
今月は、お二人を含めまして、計３名の方が入会される予定です。新しい方がクラブに入会される事は、
更なる組織活性化にも繋がり、より充実したクラブ運営、奉仕活動への道筋となります。
５名目標という数値に囚われず、1人でも多くの方に入会して頂き、クラブ組織陣容を維持して次年度60

期へ繋げていけますよう願っております。
その為に会員増強委員会を中心に是非、クラブ全員で「力」を合わせ「新会員入会促進」運動を進めるべく、
種々の実行プログラムを考案してその実施をしていきたいと思っております。会員皆さまのご協力ご支援を
お願い致します。
7月は、各各員会別主催での地区研究会がありました。出席されました、各委員長さんもしくは、副委員

長さん、委員の皆さま、ご苦労様でした。例会卓話での研究会報告を宜しくお願い致します。これからの委
員会活動を進めていくうえで大きな成果になったものと推察いたします。
さて、先般当クラブ宇田川仁一郎 会員が、栄誉ある藍綬褒章を授与されました。その受賞祝賀会が先月こ

こローブで開催されまして、私は土浦クラブとして出席させて頂きました。当日は、各界から百数十名を超
える方々が一堂に会し、宇田川さんの受賞をお祝い致しました。土浦クラブ会員から　このような栄誉を授
与された方が輩出した事は誇るべき事柄です。ロータリー活動におきましても今後、更なるご活躍を期待し
ております。
以上を持ちまして　私の8月第一例会のご挨拶と致します。ありがとうございました。　　　

今年度会員増強委員として活動します安藤です。
会員増強に関しては、RI会長のお考えもありますしロータリークラ
ブとしての考え方もありますが、今日は時間もない、ということなの
で現実的なポイントをお話しさせていただきたいと思います。
まず、ここ５年の新会員の入会状況についてご報告しますと、
2011-12年度　5人
2012-13年度　6人
2013-14年度　5人
2014-15年度　5人
2015-16年度　8人

が、土浦ロータリークラブに入会していただいております。
今日もお二人の新会員さんがいらっしゃいまして、とても嬉しく思っております。今年度の初の新会員
さんということで、どうぞよろしくお願いいたします。
新会員さんは、人事異動による会員さんもいますが、それでも単純に計算すると、どんどん会員数が増
えてもおかしくありません。しかし、なかなか会員数が増えない、というのは、退会する会員さんもいら
っしゃる、ということです。
会員の皆さんには、いつも新しい会員候補の方がいないか、と考えていただいていると思います。感謝
申し上げます。しかし、一方で、退会する会員さんのことを重く受け止めなければならないと思います。
退会を決断するには、いろいろなご事情があることでしょう。決断するまでにはおそらくとても悩まれ
るのではないでしょうか。そういう方々へのフォローをお願いしたいのです。ご縁があって、この土浦ロ
ータリークラブのロータリアンとして一緒に活動してきた方々です。



幹 事 報 告

審議事項
１．萩原 英彦 会員　出席規定の免除　承認の件
病気で長期療養中。当面、例会出席が困難な状況であり、土浦ロータリークラブ定款 第9条 第3節（a）に該
当する為、承認された。

２．次期（2017 ～ 2018年度）ガバナー（保延ガバナーエレクト）事務所分担協力金　承認の件
菊池ガバナー補佐から要請があり、同じ第６分区／石岡ロータリークラブから次年度ガバナーを輩出するに
あたり、支援も兼ねて事務所分担協力金、30万円（会員数×5,000円）を支出することが承認された。

３．土浦薪能倶楽部 広告協賛　承認の件
例年通り、広告協賛（1万円）することが承認された。

４．土浦ユネスコ協会 絵画展協賛　承認の件
例年通り、協賛（3,000円）することが承認された。

５．ロータリー財団100周年記念シンポジウム公共イメージ向上協力金　承認の件
全国紙に一面広告を掲載する為、1万5,000円（会員数×250円）を支出することが承認された。

６．９月例会プログラム承認の件
下記の内容の通り、承認された。

７．入会金の件
ＲＩ規定審議会（4月開催）決定事項の解釈を巡り二転三転したが、第4回事前理事会（6/2開催）で承認し
た通り、今年度は１万円とすることが改めて承認された。ただし、歴代会長・幹事会で従来通り（5万円）
とするべきとの意見が多かったので、次年度以降については再協議。また、クラブ定款、細則の変更につい
ては、ＲＩ（案）や他クラブの動向も見ながら慎重に進める。

８．その他
・菊池 信子 ガバナー補佐へ有志で補助金を出し合うことが提案された。以前、大槻会員がガバナー補佐を務
めた際、会員から補助金を集めた経緯もある為。

・ガバナー公式訪問（9/15）時における2820地区／情報委員会からの要望について協議した。
報告・確認事項
１．ガバナー公式訪問　について
　　開 催 日　：2016年（平成28年）9月15日（木）
　　場　  所　：ローブ
２．2016-17年度　2820地区 研究会　開催について
３．2016-17年度　2820地区　第６分区　事業について

第2回　理事会　平成28年8月4日㈭　11：30～　於：ローブ

2016-17年度　9月のプログラム予定　基本的教育と識字率向上・ロータリーの友月間
  1日 会長挨拶、「ロータリーの友」紹介及び「ロータリーの友月間に因んで」、ガバナー補佐来訪、誕生祝、理事会⑶ 
  8日 結婚記念祝　入会記念祝、クラブフォーラム    
15日 「ガバナー卓話」　RI2820地区 白戸仲久ガバナー、ガバナー公式訪問・歓迎家族懇親会、クラブ協議会⑵
22日 秋分の日・休会      
29日 第１回会長幹事会報告、ロータリー甲子園野球大会報告

私も、今まで全くご縁のなかった方とお話しできたり、出かけたり…とても楽しい時間を過ごすことができまし
た。退会するにあたっては、ご本人には突然ではないことでしょう。困ったことがあったり、何か嫌なことがあっ
たりしたのでしょう。そんな時に、親しくお付き合いしている会員さんに相談していただきたいし、また相談を受
けた会員さんも、そのことをご自身だけで受け止めるだけでなく、そのことをまた相談できる環境にしていただき
たいと思うのです。ロータリークラブを続けるために何か方法があるかもしれません。
楽しいロータリー活動にするためにも、皆さんと一緒に考えていきたいと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。



格調高く、和やかに　  S.A.A

にこにこBOXにこにこBOX

出 席 報 告出 席 報 告

例 会 予 告例 会 予 告

◎小倉会長～櫻井 裕之さん、山村 一仁さんご入会
歓迎いたします。東葛飾高校 若松 葵さん、麗澤
高校 加藤 芽生さんのご来訪を歓迎いたします。
◎竹内幹事～櫻井さん、山村さんのご入会を大歓
迎いたします。共にロータリー活動を楽しみま
しょう。
◎安藤君～本日、私の事務所の職場体験の高校生2
名を参加させて頂きました。ロータリーの未来
の会員となってくれることを期待します。
◎大槻君～櫻井裕之様、山村一仁様、入会おめで
とうございます。
◎小原君～山村先生、櫻井さん、ご入会おめでと
うございます
◎櫻井君～今日からお仲間に入れさせて頂きます。
よろしくお願いします。
◎竹中君～櫻井さん、山村さんの入会を歓迎致し
ます。
◎沼田君～今回入会されました櫻井支店長、山村
理事長の入会を歓迎いたします。
◎山村君～本日から宜しくお願い致します。
○坂本君～櫻井さん、山村さんの入会を歓迎いた
します。よろしくお願いします。
○平島君～櫻井さん、山村さんの入会を歓迎しま
す。
◇中島君～先週お休みしました。
※藤田君～櫻井支店長の入会を大歓迎いたします。
◎誕生祝～円城寺遵子様、河合文恵様、
　　　　山村智津子様、山本満子様

8月 25日 職業奉仕研究会報告、社会奉仕研究会報告、
  国際奉仕研究会報告

9月 1日 会長挨拶、「ロータリーの友」紹介及び
  「ロータリーの友月間に因んで」、
  ガバナー補佐来訪、誕生祝、理事会⑶ 

会　員 欠　席 出　席 免除・欠席 出席率
59名 20名 39名 3名 69.64％

メークアップメークアップ

菊池・鈴木（亮）
　　 （7/6 石岡RC　新旧ガバナー補佐引継）
小坂 （7/30 社会奉仕研究会）
鶴田・中島 （7/31 国際奉仕研究会）
鶴田 （8/2 北茨城RC）
廣瀬（昭） （8/9 指名委員会）

お知らせお知らせ 新会員歓迎会

平成28年8月4日入会
　櫻井　裕之君　(常陽銀行)
　山村　一仁君　(医療法人社団　仁誠会)

平成28年8月25日入会予定
　高橋　信之君　(筑波銀行)

日　時　　平成28年8月25日㈭
18時30分～

場　所　　霞月楼
会　費　　8,000円

新会員歓迎会を下記要領にて実施いたします
のでご出席方よろしくお願いいたします。

新会員入会式　櫻井裕之君、山村一仁君

誕生祝（8月）




