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8月は会員増強・新クラブ結成推進月間
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8月9日
（木）の例会は台風のため、休会になりました。
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前 週 の 例 会 報 告
会長挨拶

沼田義雄 会長

暑中お見舞いを申し上げます。
会長就任以来、早や1か月を経過しましたが、会員各位のご尽力のお陰をも
ちまして、クラブ運営は順調に推移いたしております。心から感謝を申し上げ
る次第でございます。
ご案内の通り、30年の歴史を刻んで参りました平成の世も余すところ凡そ8
か月、来年5月からは新元号への移行が決定しております。近年は社会の潮流
の急速な変化に戸惑いを覚えることもしばしばですが、何か新しい時代の胎動
も感じられる昨今でございます。
さて、昨年度来、国際ロータリーにおきましては “変化” を基調として、大
きな変革が模索されて参りました。こうした中、当クラブでは創立60周年の節目を経て、引き続き、組織の活性
化と魅力度の向上に努めているところですが、当面の課題は会員の増強でございます。申し上げるまでもなく、
諸団体・会社等におきましても新たな人材の確保は組織の活性化、また硬直化防止のうえで不可欠の要件であり
ます。努力を続けられている会員増強委員会の活動を会員全体のものとしてとらえながら、情報交換等を密にし
て成果をあげていきたいと念願しております。
8月は会員増強月間でございます。何度失敗してもくじけず、何度でも挑戦する。なすべきことを行動に移し
態度で示す。
──この「百折不撓」の精神で、身近でロータリー活動に関心のある人材発掘に努めようではあり
ませんか。
炎暑の折り柄、皆様のご健康をお祈りいたし、今後のご協力をお願い申し上げまして、ご挨拶といたします。

幹事報告

第2回 理事会報告

2018年（平成30年）8月2日㈭

11：30〜

佐藤ぱうろ 幹事

於：ローブ

審議事項
◦会員退会承認の件／ 2018年7月31日付で退会することが承認された。櫻井裕之 氏、職業分類：普通銀行
◦新会員入会承認の件／次の2名の方の入会が承認された。
鬼澤俊久 氏、職業分類：普通銀行（株式会社常陽銀行土浦支店 執行役員 支店長）
上村 毅 氏、職業分類：電話事業（東日本電信電話株式会社 茨城支店 土浦・つくば営業支店長）
◦第61期委員会構成修正の件／添付資料の内容の通り承認。
◦第61期予算の件／添付資料の内容の通り、承認された。暫定案からの変更点としては、周年積立金を奉仕活動
資金から運営資金の特別会計積立に変更。また、第60期繰越金の確定を反映させた。
◦9月例会プログラム承認の件／次ページの内容の通り、承認された。
◦土浦市障害児(者)育成会への寄付金の件／添付資料を踏まえ、一人当たり1,000円の寄付が承認された。
8月第2週・第3週の例会中に募金箱で寄付を募り、不足分を予算から支出する。
◦土浦薪能倶楽部 広告協賛承認 の件／例年通り、協賛金1万円の拠出が承認。
◦土浦ユネスコ協会絵画展後援及び協賛承認の件／添付資料の内容の通り、協賛金として3,000円の拠出が承認。
◦土浦市長等への週報送付の件／添付資料を4ページ目とする対外配布用の週報を作成し、送付することが承認
された。送付先は、土浦市長・副市長・広報広聴課 各1部（まとめて秘書課）と議会事務局1部

報告・確認事項
◦第46回筑波大学「学長を囲む会」参加について／案内状添付。図書交換事業の再開の検討も視野に、挨拶もか
ねて参加する方向で。
◦RYLAについて／案内状添付。アクトメンバーと青少年奉仕委員会で参加者をリストアップする。
◦地区行事について／世話クラブ・準世話クラブ・学友会合同セミナー
つくば山水亭
参加者：鈴木 亮（米山委員）
◦外部配布用の週報４ページ目について

8月5日㈰

9:30 受付開始〜15:00

新会員歓迎会
2018年（平成30年）8月9日㈭

18：30〜

於：ローブ

藤澤昭彦会員、鬼澤俊久会員の歓迎会を、
毎週の例会でもお世話になっている藤澤会
員のLAUBEにて開催しました。お二人には
二次会まで参加いただき、台風一過の楽し
い一夜となりました。

鬼澤俊久 君

藤澤昭彦 君

2018-19年度
6日

9月のプログラム予定

ロータリーの友月間

理事会⑶、会長挨拶、誕生祝、結婚記念祝、入会記念祝

13日

卓話「ロータリーの友」紹介

20日

クラブ協議会⑵、クラブ奉仕研究会報告、社会奉仕研究会報告、国際奉仕研究会報告、米山カウンセラー報告

27日

卓話

土浦市議会議長

竹中公共イメージ委員長

海老原一郎 様

土浦RAC 幹事報告
平成30年7月28日㈯
内

於：土浦モール505周辺

土浦RAC 幹事

藤井正之

容：礎会に参加して他団体、地域の人と一緒に神輿渡御を執り行った。
裏方で馬を運んで休憩ポイントで神輿の下に出し入れなどをした。

成功点：台風の中、事故など起こさず動けた。参加していた自衛隊の方と仲良くなれた。
反省点：主席率が低かった、組ごとに時間帯で役割を交代していたが中々、連携をとれなかった。
総

評：〔土浦RC 青少年奉仕委員会委員長 沼尻 大〕
今日は参加してくれてありがとうございます、台風の中事故や怪我などがなくて本当に良かったです。
今日の為に、準備に長い時間をかけてきて、こうして無事に終わると込み上げてくるものがあります、
また来年、参加してもらって神輿を担いでほしいです。今日は、疲れたと思いますが気を付けてお帰り
下さい。お疲れさまでした。

RYLA 参加のご案内

第39 回2820 地区ライラテーマ「君たちはどう生きるか」
〜ロータリーファミリーとしての生き方を問う〜

日時：2018年10月7日㈰・８日
（月･祝）
（受付10月7日 9：00）
場

1泊2日

所：大洗 茨城県立児童センターこどもの城
茨城県東茨城郡大洗町磯浜町8249-4

参加資格：地区内のロータリークラブより推薦を受けた
満14歳以上の男女及びロータリアン

新会員紹介
氏
名
事業所名
役
職

鬼澤 俊久 君
㈱常陽銀行土浦支店
執行役員 支店長

氏
名
事業所名
役
職

上村
毅 君
東日本電信電話株式会社茨城支店
土浦・つくば営業支店長

退会会員
櫻井 裕之 君
㈱常陽銀行土浦支店
執行役員 支店長
平成28年8月4日 入会
平成30年7月31日 退会
米山功労法人

誕生記念祝（8月）

入会記念祝（8月）

出席報告
会 員
56名

欠

席

17名

出 席 免除・欠席 出席率
39名

3名

73.58％

例会予告
8月 30日 休会
9月 6日 理事会⑶、会長挨拶、誕生祝、
結婚記念祝、入会記念祝、臨時総会

格調高く、和やかに

S.A.A

