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前 週 の 例 会 報 告
会員 による ミニ卓話
入会記念に寄せて

金澤幸江

土浦市の進める地域包括ケアシステムのスムーズな実践にむけて、医
療・介護・福祉に係る専門職種がそれぞれの職能を活かして、地域のため

に貢献し、住みよい地域にしていきたい、という思いから、しょうわ家族
の高橋さんと共に三中地区における多職種連携情報交換会（荒川沖ケアカ
フェ）を立ち上げました。

安心し て住み慣れた地域(つち う ら )ですご すために
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お茶を飲みながら気軽に顔の見える関係をつくり、地域の課題を話し合い、提案・実践していく会です。
この「荒川沖ケアカフェ

」 をこれから育てていきたいと考えています。暖かくご協力頂ければ幸い

です。そして、改めて土浦RCへ入会させて頂いたことへ感謝いたします。

結婚記念日に因んで

大槻利夫

お祝いを頂きありがとうございます。
私は昭和42年10月に結婚いたしましたので、あれから51年が経過したわけで
す。年月を聞きますと長いようですがあっという間だったようにも思います。
その時の披露宴は、ささやかに済ませた為か親戚から少し怒られた記憶があり
ます。もちろん新婚旅行なども行きませんでした。なぜかと言えば店舗の開店資
金にあてる為でした。
私は、地元の高校を卒業後東京に就職し２年で勤まらず退職し、その後5年間寿
司屋の勉強を3か所でさせて頂きました。その間、自分の店を持つのが夢でしたの
で、サラリーマン時代より寿司屋の見習いの方が楽しかった思いがあります。
そうしている間に、縁が出来まして結婚の運びとなりそして、時間の余裕等なく昭和42年12月下高津一丁目に借
家5坪の店舗と10坪の住居を月家賃2万5千円で借り、開店の運びとなりました。小さな小さな店舗でしたが、毎日
が充実した日々を送ったことを想い出します。
現在は、娘3人、土浦に在住し、孫も5人おりまして日曜日には10人位が集まり、にぎやかな夕食会を開催しなが
ら楽しい日々を送っております。
以上、昔々のお話から今日までの一説でした。ご静聴ありがとうございました。

第１回 STARプログラム・新会員歓迎会
2018年10月11日㈭

18：30〜

於：かねき本店

ロータリー情報委員会、親睦活動委員会主催によるSTARプログラム＆上村毅新会員の歓迎会が開催されました。
STARプログラムでは米山記念奨学委員会 黒田委員長、ロータリー財団委員会 髙木委員長よりそれぞれの委
員会の意味を、佐藤幹事からは
ガバナー公式訪問についてお話
を頂きました。
歓迎会の席では、参加者一人
一人から自己紹介を頂くなど有
意義な懇親会となりました。

※ＳＴＡＲプログラム……Special Training for Action in Rotaryの頭文字語で、1976年に米国テキサス州エルパソ・ロータリー・
クラブで開発された。このプログラムは、会員のロータリー知識を豊富にし、クラブ会員をクラブ指導者としての役職に備
えさせる面で効果のあることが実証された。より活動的で、よりロータリー知識のある会員を増やすために、同様のプログ
ラムを採用するようクラブに奨励している。

雑誌「ロータリーの友」に土浦RCの名前を轟かせよう ！
毎月「ロータリーの友」を愛読するたけではなく、攻めの姿勢？ で
「ロータリーの友」を土浦RCの名前でジャックし、土浦RCの高名を全国のロータリークラブに
知らしめましょう
おすすめの本、『友』の感想・意見、エッセー、わがまちの味、俳壇・歌壇・
柳壇、ロータリー・アット・ワーク写真編、文章編、内外よろず案内 他
送り先

一般社団法人ロータリーの友事務所

〒105-0011 東京都港区芝公園2-6-15 黒龍芝公園ビル4階
TEL 03-3436-6651 FAX 03-3436-5956
Eメール hensyu@rotary-no-tomo.jp

投稿方法、その他規定は友ウェブサイトで！ WWW.rotary-no-tomo.jp

来訪ロータリアン
2820地区第6分区ガバナー補佐
増山 栄君（つくば学園RC）
ガバナー補佐セクレタリー
下村 正君（つくば学園RC）

結婚記念祝（10月）

にこにこBOX
◎沼田君 竹中公共イメージ委員長、
ロータリーの友紹
介御苦労様でした。今後ともよろしくお願いします。
〇佐藤君 ガバナー補佐増山様、セクレタリー下村様の
事前訪問を歓迎致します。公式訪問当日もよろしくお願
い致します。
〇菊池君 増山ガバナー補佐、下村セクレタリー、公式
訪問事前打合せご苦労様です。
〇竹内君 増山ガバナー補佐、下村セクレタリーの来訪
を歓迎いたします。仕事の為、早退いたします。
※鶴田君 ガバナー補佐、同セクレタリーの来訪ありがと
うございます。前回、前々回を欠席しました。残念です
が、
メイクアップは出来ませんでした。

入会記念祝（10月）

出席報告
会 員
60名

〈誕生祝〉☆中島（祥）君 家内の誕生日にきれいなお花
をありがとうございました。
〈結婚記念祝〉◎大槻君 結婚記念御祝ありがとう御座
います。又それに伴う身に卓話を聴いて頂き有難うござ
いました。
◎藤澤君 いつも大変お世話になっております。10月
13日に当館は世界湖沼会議サテライト会場としてご利
用いただきます。お昼のランチに常陸牛を用いましたメ
ニューを組みました。皆様よろしくお願い致します。
◎大内君、金澤君、黒田君

欠

24名

10/7

RYLA 臼田、沼尻（大）

36名

4名

64.28％

10月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
11月 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

メークアップ
土浦薪能倶楽部

出 席 免除・欠席 出席率

例会予告

〈入会記念祝〉◎髙木君
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席
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10/11 STAR プログラム＆新会員歓迎会
安藤、
臼田、大槻、小倉、鬼澤、小野、
片岡、
金澤、
上村、黒田、坂本、佐藤、鈴木（敏）、髙木、
髙田、
髙橋、
竹内、
竹中、
富田、
中島
（賢）
、
中島（祥）、
沼尻
（大）
、沼田、平島、
廣瀬
（太）
、
藤澤、
藤田、
三輪谷、
吉成

格調高く、和やかに
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