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国際ロータリーのテーマ

2018〜19年度 国際ロータリー会長

「平成土浦百景：雪の亀城公園
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12月は疾病予防と治療月間です。
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前期事業報告
竹内

崇 会員組織委員長

事業計画に対する実績
・沼田会長が掲げている「会員数65名」の実現を目指してきたが、退会等があり、会員数が伸
び悩んでいる。
・新会員への教育プログラムは、ベテラン会員の指導のもと、きちんと実践されている。
委員長所見
・「会員数65名」実現の為に何をするべきか、改めて各委員長が事業計画を見直し、下半期に臨みます。
・構成する３委員会の連携強化を図ります。

大槻 利夫 職業分類・会員選考委員長

・充填、未充填の職業分類表を作成した。
・未充填の職業分類を関係委員会と常に協議検討し進めている。新年度現在4名の入会となっ
ております。
・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、理事会に報告しています。

小倉 史義 ロータリー情報委員長

ロータリー情報委員会は、新入会員や入会年数の浅い会員の方々にロータリーについての理解
を深めて頂く為の活動をしております。
当期沼田年度では、上半期までに新入会員の方が5人、入会3年未満会員の方が13人いらっしゃ
います。
これらの皆さんを中心にした活動として「STARプログラム」(specil training action rotary )を
10月11日に開催致しました。当日は、クラブ内31名と多数の出席により、ロータリーの理解、先輩会員との親
睦を深められたものと思っております。
これから下半期年度内に、ロータリーへの理解、会員間の親睦交流を更に高めていく事を主眼として2回目の
「STARプログラム」の開催を予定しております。これには、これからの新入会員候補の方などの動静を踏まえ
させて頂きながら適切な日程、内容を考えております。
会長、幹事並びに親睦活動委員会、各委員会の皆さま、宜しくお願い致します。

飯山 孝之 クラブ管理運営委員長

５委員会の各委員長さん方の努力によって、前期についてはクラブ管理等、円滑に進めること
ができたのではないかと思います。
後期についても、更に各委員長の前期以上の成果を期待し、当クラブのモットーである『格調
高く和やかに』例会などクラブ運営を進めて参ります。

藤田 雪絵 親睦活動委員長

親睦活動委員会は毎月の誕生祝にはシャンパン、配偶者誕生祝は花束、結婚祝は商品券、入会
記念祝には青汁詰合せを贈呈しております。
毎例会時には会員及び来訪者を入り口で出迎え、ビジターの紹介を行い例会後の片づけを行っ
ております。
行事としては以下の通りです。
30. 8. 9 新会員歓迎会（L'AUBE Kasumigaura）
30.10.11 新会員歓迎会（かね喜本店）
30.10.25 ガバナー公式訪問家族懇親会（L'AUBE Kasumigaura）
30.11.14 スクラッチ会（サミットゴルフクラブ）
30.12.20 忘年会（L'AUBE Kasumigaura）
30.12.25 スクラッチ会（宍戸ヒルズゴルフ倶楽部 西コース）

中島 賢一 プログラム委員長

私の事業計画である、クラブメンバーのミニ卓話を実行し、より良いクラブメンバー間の親睦
につなげたいという目標は、なかなか達成出来ていない状況です。
下期に向け当初の事業計画を達成できるように、より努力していきたいと考えています。
上期のプログラム実績を報告いたします。
７月２６日（第四例会） 廣瀬会員卓話
RI 国際大会報告
８月２３日（第三例会） 地区研究会報告
９月１３日（第二例会） 平島会員卓話
ロータリーの友月間に因んで
９月２０日（第三例会） 地区研究会報告
９月２７日（第四例会） 海老原一郎様 卓話
土浦市について
１０月 ４日（第一例会） 滝下利男様 卓話
世界湖沼会議について
１０月１８日（第三例会） エーエーティエン様 卓話 米山記念奨学生卓話
１０月２５日（第四例会） 高橋賢吾G
ガバナー卓話
１１月 ８日（第二例会） 髙木会員 卓話
ロータリー財団月間に因んで
１１月１５日（第三例会） 大槻会員 卓話
会員増強について
１１月２２日（第四例会） 臼田会員 卓話
新入会員卓話
１２月 ６日（第一例会） 藤澤会員 卓話
新入会員卓話
疾病予防と治療月間に因んで ̶未病を防ぐ先制医療̶
１２月２０日（第三例会） 金保安則様 卓話

菊池 信子 クラブ会報委員長

本年度も昨年度の委員長方針に基づき、より身近に、より親しみやすくを感じていただけるよ
うな週報作りをしております。
半年が過ぎ、会長、幹事、各委員長、会員の皆様のご協力により順調に、特に問題なく行われ
ていると思いますが、一点、ガバナー公式訪問時に週報のペーパーレスについて検討して見ては
との指摘がありました。まだ、参考にできるクラブはあるか？ 等調べてはおりませんが、我がク
ラブも今後はこの様な方向になっていくのかなぁと思っております。
後半もよろしくお願いいたします。

道心園にクリスマス寄付金をお届け
平成30年12月13日㈭、例会終了後に児童養護施設 茨城県道心園さんにクリスマスプレゼント
として寄付金をお届けしました。

写真左から
・武田久美子様（道心園東ホーム施設長）
・竹内副会長
・横田直和様（道心園西ホーム施設長）
・佐藤幹事
・岩瀬元会員（茨城県道心園監事）

ロータリー財団より認証の証書及びバッジが届きました
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土浦RAC 幹事報告
11月第２例会

主管：専門能力開発委員会

隆、萩原

土浦RAC 幹事
「陶芸体験」

12月第１例会

日時：平成30年11月25日㈰
場所：杉原陶芸教室

主管：国際奉仕委員会

廣夫
英彦

藤井正之

「忘年会例会」

日時：平成30年12月9日㈰
場所：ビックエコー土浦駅前店
内容：陶芸教室にて、
陶芸を体験した
後、窯などを見
学した。

内容：忘年会を企画して、
半年間の活動の反省
と他クラブと意見交
換を行った。

メークアップ
12/4

土浦ＲＡＣ 12月第1例会

小野、沼尻
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地区米山記念奨学生
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奉仕プロジェクト・Ｒ財団合同研修セミナー 鶴田

事前オリエンテーション 菊池

12/11 地区国際奉仕委員会
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事前オリエンテーション 菊池

12/13 道心園クリスマス寄附金贈呈

佐藤、竹内
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筑波大学副学長・理事（産学連携担当）
筑波大学・医学医療系 教授

例会予告
12月 27日

上半期事業報告

理事･役員･委員長

1月 10日

理事会⑺、会長挨拶、誕生祝・結婚記念祝・入会記念祝、亥年会員祝「ロータリーの友」紹介

格調高く、和やかに

S.A.A

