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国際ロータリーのテーマ

「平成土浦百景：二中からの遠景

2018〜19年度 国際ロータリー会長

写真

せき ごう氏」

バリー・ラシン 氏

10月は経済と地域社会の発展・米山月間
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毎週木曜日

12：30〜13：30

前 週 の 例 会 報 告
会長挨拶

沼田義雄 会長

10 月となり、秋色いよいよ深くなって参りました。
実りの秋にふさわしく、年度当初に掲げた
目標達成に向けて、
歩調を合わせて前進したいと考えております。
ご案内のように、今月は高橋ガバナーの公式訪問がございますので、会員こぞって歓迎い
たしたいと存じております。家族懇親会への参加につきましても、皆様のご配慮をよろしくお
願い致します。
さて、10 月は米山月間であり、皆様に特別寄付をお願いいたす時期でございます。
のちほ
ど米山奨学実行委員会より卓話が用意されておりますので、ご理解・ご協力をお願い申し
上げます。
さらに当月は経済と地域社会の発展月間でもありますが、去る 6 月に誠に嬉しいニュースに接しました。
それは、土浦市
の発展に寄与することを願ってその新規設立をクラブを挙げて応援し、入沢新館長の卓話も早々に例会プログラムに組み
入れました土浦市立図書館「アルカス」が昨年 11 月のオープン以来 5 ヵ月半で、早くも来館者 50 万人を超えたという
ニュースでした。
斬新な運営内容も広く注目を集めているようであり、今後ますます文化の拠点として、また市民の交流基地
としての機能充実が期待されます。
当クラブとしましては、今後も土浦市にふさわしくかつ意義深いまちづくり事業を、積極的に支持して参りたいと考えてお
ります。
終わりに、恒例の土浦市健康まつりが 10 月 21 日、保健センターで開催されます。職業奉仕委員会の事業として、例年、
医療・介護に携わる会員が、市民の健康相談に応じておりますので、皆様もぜひご来場ください。
季節の変わり目の折、皆様の御健勝をお祈りいたしまして、会長挨拶といたします。

幹事報告

第2回 理事会報告

2018年
（平成30年）10月4日㈭

審議事項

11：30〜

佐藤ぱうろ 幹事

於：ローブ

◦土浦市健康まつりの後援承認 の件
10月21日開催の「第33回土浦市健康まつり」に例年通り、後援とともに、会員の中の医師、薬剤師、介護
士等を派遣し、医療・健康相談に協力することが承認された。
◦世界湖沼会議にかかる霞ヶ浦市民協会への寄付承認 の件
霞ケ浦市民協会へ、世界湖沼会議関連経費として５万円を寄付することが承認された。
◦世界湖沼会議にかかる土浦商工会議所青年部への協賛承認 の件
土浦商工会議所青年部へ、世界湖沼会議のサテライト事業への５万円の協賛金支出が承認された。
◦アルカス周辺での清掃活動 承認の件
10月20日㈯に有志でアルカス周辺・土浦駅西口周辺で清掃活動を行うことが承認された。
◦11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。

報告・確認事項

◦ガバナー公式訪問について
開催日： 2018年（平成30年）10月25日㈭
場 所： ローブ
時 間：例 会
12：30〜13：30
クラブ協議会 14：00〜16：30（入会３年未満も対象）
家族懇親会
17：00〜19：00

2018-19年度

11月のプログラム予定

ロータリー財団月間

1日

理事会⑸、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

8日

卓話「ロータリー財団月間に因んで」髙木ロータリー財団委員長

15日

卓話「会員増強について」大槻利夫会員

22日

新会員卓話 臼田恭士会員

29日

休

会（第5週）

（ローターアクト週間）

卓話「第17回 世界湖沼会議に向けて」
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霞ケ浦市民協会へ、世界湖沼会議関連経費として
寄付金目録贈呈しました。

œŔŖŕłňŌ

ロータリー野球大会 祝勝会

沼田会長挨拶

2018年10月4日㈭

大槻部長挨拶

18：30 〜

かね喜本店

飯山監督挨拶

9月17日㈰、甲子園球場で行われた全国ロータリー野球大会での
勝利を祝して、祝勝会を開催しました。
大勝でしたので大いに盛り上がりました。厳しい監督もご機嫌でした！

乾

杯

新会員入会式

10月21日㈰ 土浦市保健センター・霞ヶ浦医療センターに
おいて、『第33回 土浦市健康まつり』が開催されます。
当クラブの医療・介護に従事するメンバーによる健康相談を
行います。皆様も是非ご来場ください。

にこにこBOX
◎沼田会長 霞ヶ浦市民協会、滝下利男さん、世界湖沼
会議についての卓話ありがとうございました。
〇佐藤幹事 滝下様、本日は卓話ありがとうございまし
た。山田さん、入会おめでとうございます。
☆三輪谷君 本庶佑先生のノーベル医学・生理学賞受
賞おめでとうございます。私が阪大在学中の3年時のは
じめから4年間、本庶研に入りびたりで当時米国から帰
国したばかりの先生に、論文の読み方やプレゼンテー
ションやコンピュータープログラミング等のその後の
キャリアの基礎を作っていただきました。
◎關本君 去る10月2日、第21回土浦薪能が亀城公園
にて盛大に開催されました。野村万作、萬斎効果でしょ
うか、
チケット完売、満員御礼の素晴らしい催しでした。
皆様、協賛ご協力大変ありがとうございました。

誕生祝（10月）

出席報告
会 員
60名

〇竹内君 霞ヶ浦市民協会滝下様、卓話ありがとうござ
いました。
〇堀越君

滝下様、
ご講演ありがとうございます。

※小倉君 山田孝行さんのご入会を歓迎します。本日オリ
エンテーションを実施させて頂きました。
〈誕生祝〉 ◎大槻君 本日10/4私の誕生日にあたり皆
様に盛大にお祝いして頂き有難うございます。新入会員
山田孝行様、御目出とう御座います。歓迎致します。
◎小原君、廣瀬（昭）君、富田君、堀越君、山本君、
◎小網和子様、富田玲子様、廣瀬信子様

欠

席

22名

出 席 免除・欠席 出席率
38名

3名

66.66％

例会予告
10月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
25日 クラブ協議会⑶、ガバナー公式訪問、
ガバナー卓話 高橋賢吾ガバナー、
家族懇親会

〈結婚記念祝〉 ◎廣瀬（太）
〈入会記念祝〉 ◎高田君、藤田君

メークアップ

格調高く、和やかに

S.A.A

