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2018年～2019年度　国際ロータリーのテーマ

10月は経済と地域社会の発展・米山月間

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 　沼田 義雄　　　 幹事　佐藤ぱうろ

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

2018～19年度 国際ロータリー会長
バリー・ラシン 氏
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10月4日（第2955回）10月第1例会プログラム .11
●点　鐘 会　長
●国歌斉唱　　　　　　　　　　
●ロータリーソング 奉仕の理想
●来賓紹介 会　長
●ビジター紹介 親睦活動委員会
●会長挨拶  
●幹事報告・委員会報告
●新会員入会式
●会　食
●卓話「世界湖沼会議について」 霞ヶ浦市民協会　　前理事長　滝下利男 様
●誕生祝 親睦活動委員会
●にこにこBOX S.A.A
●出席報告 出席委員会
●点　鐘 会　長
●クラブソング ともに歩もう



前 週 の 例 会 報 告

ただ今、紹介いただきました土浦市議会第48代議長の海老原一郎でございま
す。まずは、卓話の機会をいただきました、沼田会長さんを始め土浦ロータ
リークラブの皆様に感謝申し上げます。私も、土浦南ロータリークラブのメン
バーですから、沼田会長さんから卓話の依頼があった時は、ハイ喜んでとお引
き受けした次第ですが、親ロータリークラブでもあり伝統ある土浦ロータリー
クラブの皆様のご期待に沿えるか不安です。ロータリーの友情によりまして、
最後までお聞きいただきたいと存じます。尚、沼田義雄会長さんは平成8年12
月9日から平成10年7月23日まで第35代議長を、廣瀬昭雄パストガバナーは平
成13年6月19日から平成14年6月18日まで第39代副議長を、小坂博会員は平成28年6月21日から平成29年6月20日まで
第48代副議長をそれぞれお務めになりました。

Ⅰ．土浦市議会について
　１．構成
　　①．常任委員会
　　　・総務常任委員会（市長公室、総務部、市民生活部、消防本部）
　　　・文教厚生委員会（保健福祉部、教育委員会）
　　　・産業建設委員会（都市産業部、建設部）
　　②．特別委員会
　　　・決算特別委員会
　　③．議会運営委員会
　　④．広報広聴委員会
　２．会派
　３．議会改革
　　①．議会基本条例
　　②．議会報告会
　　　　　11月10日（土）14：00 ～　土浦市民会館小ホール
　　③．議員定数（31年4月改選時　28名　→　24名） 

Ⅱ．土浦市の今後
　１．完了した大規模事業
　　①．市役所駅前移転
　　②．土浦消防庁舎
　　③．土浦市営斎場
　　④．アルカス土浦（図書館とギャラリー併設）
　　⑤．新治学園義務教育学校
　２．今後の大規模事業
　　①．学校給食センター建設（Ｈ32.9稼働）
　　②．市民会館耐震補強及び大規模改造（Ｈ30.1 ～Ｈ32.4）
　　　　・大小ホールの客席交換（45㎝幅から50㎝幅）
　　　　・エレベーター新設
　　　　・トイレ改修
　　③．神立駅西口土地区画整理事業（Ｈ33．3まで）
　３．検討中の大規模事業
　　①．常名運動公園整備事業
　　②．宿泊施設整備事業

　　③．（仮称）赤池公園整備事業
　４．公共施設跡地利活用

以上で、卓話を締めさせていただきますが、最後までご清聴いただきましてありがとうござました。結びに、土浦ロー
タリークラブの益々のご隆盛と、メンバーの皆様のご健勝・ご多幸をご祈念申し上げます。ありがとうございました。

卓話「土浦市について」卓話「土浦市について」
土浦市議会議長　　海老原一郎 様



新会員入会式 土浦青年会議所  稲野辺副理事長と松井委員長

ただ今、紹介いただきました土浦市議会第48代議長の海老原一郎でございま
す。まずは、卓話の機会をいただきました、沼田会長さんを始め土浦ロータ
リークラブの皆様に感謝申し上げます。私も、土浦南ロータリークラブのメン
バーですから、沼田会長さんから卓話の依頼があった時は、ハイ喜んでとお引
き受けした次第ですが、親ロータリークラブでもあり伝統ある土浦ロータリー
クラブの皆様のご期待に沿えるか不安です。ロータリーの友情によりまして、
最後までお聞きいただきたいと存じます。尚、沼田義雄会長さんは平成8年12
月9日から平成10年7月23日まで第35代議長を、廣瀬昭雄パストガバナーは平
成13年6月19日から平成14年6月18日まで第39代副議長を、小坂博会員は平成28年6月21日から平成29年6月20日まで
第48代副議長をそれぞれお務めになりました。

Ⅰ．土浦市議会について
　１．構成
　　①．常任委員会
　　　・総務常任委員会（市長公室、総務部、市民生活部、消防本部）
　　　・文教厚生委員会（保健福祉部、教育委員会）
　　　・産業建設委員会（都市産業部、建設部）
　　②．特別委員会
　　　・決算特別委員会
　　③．議会運営委員会
　　④．広報広聴委員会
　２．会派
　３．議会改革
　　①．議会基本条例
　　②．議会報告会
　　　　　11月10日（土）14：00 ～　土浦市民会館小ホール
　　③．議員定数（31年4月改選時　28名　→　24名） 

Ⅱ．土浦市の今後
　１．完了した大規模事業
　　①．市役所駅前移転
　　②．土浦消防庁舎
　　③．土浦市営斎場
　　④．アルカス土浦（図書館とギャラリー併設）
　　⑤．新治学園義務教育学校
　２．今後の大規模事業
　　①．学校給食センター建設（Ｈ32.9稼働）
　　②．市民会館耐震補強及び大規模改造（Ｈ30.1 ～Ｈ32.4）
　　　　・大小ホールの客席交換（45㎝幅から50㎝幅）
　　　　・エレベーター新設
　　　　・トイレ改修
　　③．神立駅西口土地区画整理事業（Ｈ33．3まで）
　３．検討中の大規模事業
　　①．常名運動公園整備事業
　　②．宿泊施設整備事業

１．宍塚小学校 ２．本庁舎・沼地駐車場 ３．高津庁舎
４．中央出張所 ５．消防本部庁舎 ６．新川保育所
７．消防並木出張所 ８．図書館 ９．藤沢小学校
10．斗利出小学校 11．山ノ荘小学校 12．土浦第二幼稚園
13．都和幼稚園 14．大岩田幼稚園 15．土浦幼稚園
16．新治幼稚園 17．第一学校給食センター 18．第二学校給食センター

　　③．（仮称）赤池公園整備事業
　４．公共施設跡地利活用

以上で、卓話を締めさせていただきますが、最後までご清聴いただきましてありがとうござました。結びに、土浦ロー
タリークラブの益々のご隆盛と、メンバーの皆様のご健勝・ご多幸をご祈念申し上げます。ありがとうございました。

平成30年8月22日㈬　　於：一中地区公民館
テーマ：オリンピック新競技【eスポーツ】について理解を深める
内　容：オリンピック新競技の有力候補にあがっているeスポーツについて、競技内容を中心に委員会で発表した

後、体験コーナーを用意して体験もした。
成功点：委員会で楽しく練習も本番もできていた。
反省点：発表のとき、言葉の使い方に間違いがあった、遅刻が多かった。　
総　評：（青少年奉仕委員会委員長　沼尻　大）

まずは県北ローターアクトクラブから椎名君、ご参加ありがとうございます。えー国際奉仕委員会、新
しい委員長、委員、設営のほうお疲れさまでした。今回出席率が伸びず、せっかく下準備をしたのに皆
に発信できなくてもったいなく思います。それは今後の課題で、会長、幹事、委員長で連絡を密にとり
ながら動員を増やしていけたらと思います。今回のお題eスポーツ、新しい物を知るという意味でアクト
のお題として良かったです。実は1983年ファミコンブームがありましたが時代を経てインターネットで
世界中の人とゲームができるようになりました。また新しいお題を探り例会作り頑張ってください。あ
と出席率はリモート参加除いて50％は欲しいですね。

土浦RAC　幹事報告土浦RAC　幹事報告
土浦RAC 幹事　藤井正之

　新入会員と入会3年未満の皆さまにロータリーへの理解をより深めて頂き、更には、先輩会員との親睦と
交流を深めて頂くことを目的とした恒例のSTARプログラムを開催致します。

　当日は、同時に新会員の歓迎会も合わせて開催致します。多数の皆さまのご出席をお願い申し上げます。

日　時 10月11日㈭ 午後６時30分より
場　所 かねき 本店 土浦市下高津　1-18-10 TEL　029-821-8723
会　費 5,000円

Special Ttraining Action Rotary



格調高く、和やかに　  S.A.A

会　員 欠　席 出　席 免除・欠席 出席率

10月 11日 結婚記念祝、入会記念祝、
  「ロータリーの友」紹介
  竹中公共イメージ委員長
18日 米山奨学生卓話

エー・エー・ティンさん、
クラブフォーラム

59名 24名 35名 3名 62.5％

出 席 報 告

例 会 予 告

来訪ロータリアン

海老原一郎君（土浦南RC）
氏　　名 
事業所名 
役　　職 

山 田 孝 行  君
株式会社筑波銀行
執行役員本店エリア長
兼本店営業部長 

花火大会翌日の清掃　10/7㈰　朝 7：00
イオン ノジマ電気側 駐車場集合
花火大会翌日の清掃　10/7㈰　朝 7：00
イオン ノジマ電気側 駐車場集合

新会員紹介


