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第61期　事業方針発表第61期　事業方針発表
ＳＡＡ　　委員長　關本淳一
事業計画
　60周年という大台を無事超えて、
本年度は次の10年間に向けた第一
歩の年となります。土浦ロータリー
クラブの伝統と格式を維持・向上で
きるよう、和やかなかにも厳かで適
度な緊張感の持続する例会運営を推
進してまいります。
１．会長、幹事をはじめとして、プログラム委員
会・親睦委員会等と密な連携を心掛け、無理
なくスムースな例会運営を図る。

２．和やかな例会設営を心掛けると共に、例会中
の私語や会場出入りについては極力自粛いた
だけるよう、会員に協力を仰ぐ。また、必要
と認められる場合には個別に注意喚起する。

３．来賓・ビジターの方にとって有意義な時間と
なるよう配慮し、会員にもおもてなしへの協
力をお願いする。

４．ニコニコボックスが奉仕活動の財源であるこ
との理解を深め、会員全員が率先してニコニ
コで活動報告を行えるよう努める。なお、ニ
コニコボックスの目標額は250万円とする。

５．例会の開始・終了時間の厳守はSAAの責務で
あることを委員会メンバー全員で認識し、緊
張感を持って会場監督に当たる。

６．卓席ごとに花を設置し、例会に気品を添える。
委員長所見
　ロータリークラブの全ての出発点と帰結点は毎回
の「例会」にあります。「例会」はそのクラブの鏡で
あることを認識し、土浦ロータリークラブが60年間
醸成してきた伝統を受け継ぎ、更に格調高い運営を
目指して委員会メンバーと協力して会場監督に努め
ます。
　会員、来賓、ビジター全ての人に有意義な1時間を
お過ごしいただけるよう、細心の注意を払って例会
を運営していきたいと思います。

職業分類・会員選考委員会
　　　委員長　大槻利夫
事業計画
１． 充填・未充填の職業分類表を
作成する。

２． 未充填の職業分類は関係委員
会と協議をし検討する。

３． 新分野の職業分類について検
討する。

４． 推薦された会員候補の選考については、当ク
ラブの会員として適正かどうかを慎重に調査
し、その可否を理事会に報告する。

ロータリー情報委員会
　　　委員長　小倉史義
事業計画
　今年度ＲＩテーマ「インスピレー
ションになろう」と地区スローガン
「ロータリーの心と力を地域社会へ」
の理念に沿って、クラブ方針であり
ます「会員増強」「楽しく魅力ある
例会」の実現の一助となるべく、当委員会の活動に
まい進していきます。
１．新会員に、ロータリー会員としての責務及び
奉仕活動に関する基礎知識を説明する為のオ
リエンテーションを入会時に実施致します。

２．入会3 年未満の会員に各種委員会による奉仕
活動やロータリ―情報を提供し、又 先輩会員
との親睦を図るため、「STARプログラム」
STAR（Spec ia l  T ra in ing  for  Ac t ion 
Rotary ）委員会を年度内2 回開催を予定して
います。

委員長所見
　入会まもない新会員あるいは、入会年数が浅い会
員の方々には、ロータリーの理念、本質、組織、日
常の活動などについて理解を深めて頂くことが、よ
り積極的な活動、長いクラブ在籍に繋がっていくも
のと解釈致します。その意味で、ロータリー情報員
会の持つ役目をよく認識して委員会活動をしていく
所存です。

奉仕プロジェクト委員会
　　　委員長　小原芳道
事業計画
　2018～2019年 度ＲＩテ ー マ は
「インスピレーションになろう」です。
　このテーマに沿って、奉仕活動を
推進します。会長方針の元、4大奉
仕部門は各委員会それぞれの目標を定め、互いに協
力して奉仕活動に努めて参ります。
委員長所見
　60周年記念事業が終了しましたが、今期沼田年度
はその継続だけではなく新たなプロジェクトを始め
るよい時期であると思います。

職業奉仕委員会
　　　委員長　三輪谷博史
事業計画
１．秘湯の旅―職場訪問の年中行
事化

２．職業奉仕に関する卓話
３．土浦健康まつりに協賛する医
療・介護相談奉仕

委員長所見
　今年の目標は、第6回まで続いている秘湯の旅―職
場訪問の移動例会化を検討する。具体的には原則1泊
だが、日帰りでも宴会に参加できるようにする。

社会奉仕委員会
　　　委員長　渡邉俊樹
事業計画
（環境保全）
１. 土浦市立図書館への電子案内
板の設置及び施設周辺の清
掃活動。

２. 霞ヶ浦総合公園の藤棚の手入れと清掃活動。
３. イルミネーション事業の支援協力。
４. 市内クリーン活動への参加協力。
５. 世界湖沼会議の地元開催に伴う支援協力。
（人間尊重）
１．児童養護施設「茨城県道心園」のクリスマス
会に参加協力し助成金を贈る。

２．かすみがうらマラソンのウォーキング部門へ
参加し，金一封を寄付する

３．地元，友好奉仕団体に拠出する。
委員長所見
　地域に密着した奉仕活動を行い，地元住民の方々
に理解される活動を実施してゆきたいと思います。

青少年奉仕委員会
　　　副委員長　臼田恭士
事業計画
１．創立60周年記念事業として
再開をした土浦ローターア
クトクラブのクラブ運営等
を、軌道にのせるために下
記の活動を行うこととする。
◦土浦ローターアクトクラ
ブへの各支援
◦土浦ローターアクトクラブへの指導・監督
◦土浦ローターアクトクラブと協同した事業
　の構築

２．他の青少年奉仕活動を研究する（学ぶ）こと
を目的として下記の活動を行うこととする。
◦地区青少年事業への参加（RYLA等の各事　
　業）
◦ロータリーディーへの参加

委員長所見
　次世代を担う若年層（青少年）の成長において早
くから「ロータリーの精神」に触れさせ、スキルと
人格を養いながら、様々な経験をさせ視野を広げさ
せることはとても重要であると考えます。
　我々ロータリアンが青少年奉仕活動として、若年
層に対して、奉仕のこころ、高い道徳的基準、世界
平和といったロータリーの価値観を伝え聞かせ、リー
ダーシップや良き市民としての資質を養う人財育成・
ひとづくりがこの地域の未来に明るい光を灯します。
　少子化・国際化・情報化などに伴う社会の急激な
変化とともに次世代を担う指導者の育成が急務と
なっている中、ロータリアンとして、住み暮らすこ
の地域の未来を、またこの世界の未来を考え、地域
の若年層（青少年）に対し、「何をするべきか？」・「何
をしなければならないのか？」をしっかり考え、行
動をさせて頂きます。

国際奉仕委員会　　委員長　金澤幸江
事業計画
１．台北陽明RC42周年式典参加

をとおして、更なる友好を
深める。

２．ミャンマーからの奨学生を
受け入れる今年は、奨学生
と親睦を深めるとともに、
ミャンマーについて学ぶ。

３．KIZUNA プロジェクトのシステム・運用につ
いて検討を続ける。

４．台北陽明クラブとの蔵書の交換について検討する。
委員長所見
　国際奉仕活動は経済的支援だけではなく、相互理
解からの友好関係の輪を広げることも重要ではない
かと考えています。KIZUNAを世界のロータリーク
ラブで利用して頂けるよう、安全面も考慮し、シス
テム及び運用について更に検討していきます。陽名
クラブとの関係の発展的継続と共に、一期一会であ
ります今年の奨学生の母国ミャンマーについても見
識を深める１年にしたいと思います。
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土浦RAC 幹事　藤井正之平成30年7月16日㈪　　於：霞ヶ浦総合公園　霞浦の湯前
テーマ： ｢泳げ霞ヶ浦市民フェスティバル｣
内　容：土浦南ローターアクトクラブと合同で金魚すくいなどの屋台を出店した。他団体と交流をしたり地域の

人とふれあえた。
成功点：2グループに分かれて交代で営業をすることで、最後まで楽しくできた事、会員同士の親睦も深まった。
反省点：午後から皆の元気がなく、あまり話し合ったりしなくなった。
　
総　評：〔土浦RC　青少年奉仕委員会副委員長　臼田恭士〕
暑い中、皆さんお疲れさまでした。大盛況でしたがローテーションがうまくいっていて皆が例会に楽しく参加
できていました。今の子供たちは中々、昔みたいに金魚すくいとかをする機会が減ってきていますが、こうし
てアクトで屋台をだして地域の人と関わることができて、うれしく思います、これからも頑張ってください。



格調高く、和やかに　  S.A.A

会　員 欠　席 出　席 免除・欠席 出席率

8月 2日 理事会⑵、会長挨拶、誕生祝、結婚記念祝、入会記念祝、「ロータリーの友」紹介
9日 会員増強に関わる卓話　大槻利夫 会員

57名 23名 34名 3名 62.96％

出 席 報 告

例 会 予 告

創立60周年記念事業  土浦市立図書館への電子案内板の贈呈創立60周年記念事業  土浦市立図書館への電子案内板の贈呈

　当クラブ創立60周年記念事業の一つとして、5月12日に開催した記念式典において土浦市の中川市長に目録
贈呈をしておりました「デジタルサイネージ」（液晶の電子案内板）2基につき、当クラブから60期・61期の会長・
幹事はじめ７名が参加し、入沢館長お立合いの下、贈呈式を行いました。
　すでに2Fのメインエントランスと4Fのコミュニティースペース内に設置・運用されている状態を確認するこ
とができ、非常に見やすく、図書館利用者も立ち止まってよく見ているとのことでした。

　土浦市立図書館は、土浦駅西口駅前再開発の目玉として昨年11月にオープンしまし
たが、斬新なデザインのハード面だけでなく、ソフト面でも最新の情報通信技術を導
入したり、館長にも博報堂でのキャリアをお持ちの入沢様を招聘して利用者目線の運
営を心掛けるなど、大変魅力的な施設であり、当クラブとしても、利用者のお役に立
つ支援ができることは喜ばしいこと
ですし、今後もできる支援を探って
まいりたいと思います。

幹事　佐藤ぱうろ

4Fのコミュニティースペース内2Fのメインエントランス


