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6月はロータリー親睦活動月間です。
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竹内　崇　会員組織委員長
事業計画に対する実績
１．沼田会長が掲げている「会員数65名」の実現を目指し会員増強に力を入れてきたが、退会者が予
想以上に多く、純増を果たせなかった。
２．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、きちんと実践された。
委員長総括
　構成する3委員会が連携し、「会員数65名」実現の為に一年間尽力して参りました。会員の皆様のお陰で多く
の素晴らしい新会員の方を迎え入れることができました。
　しかし同時に多くの退会者も出してしまい、結果的に純増に至らず、沼田会長が掲げられた「会員数65名」の
実現も果たせませんでした。
　新会員を増強することは大切ですが、退会防止の為に何をすべきか、改めて考えさせられた一年でした。

大槻 利雄　職業分類・会員選考委員長
事業計画に対する実績
１．第61期の職業分類表を8月中に作成した。
２．未充墳の分類は、新規の入会者が少なかったので埋めることが出来なかった。
３．会員選考は、①上村毅君、②鬼澤俊久君、③飯村晃一君、④山田考行君、⑤寺内考之君、⑥長島明信君、
⑦菊池泰正君、⑧佐藤昭仁君、⑨橋本祐一君　9名の推薦があり、その都度先行し結果を理事会に報告した。

小倉 史義　ロータリー情報委員長（代読　原田副委員長）
　ロータリー情報委員会は、新入会員や入会3年未満の会員の方々を中心にロータリーについて
の理解を深めて頂く為の委員会であります。
　今年度は、6名の新入会員の方が入会致しました。ロータリーが初めての方には、ロータリーの
理念、地区内組織や日常のクラブ活動の心得などを。又、他クラブから入会された方には、当クラ
ブの歴史、伝統や特徴などについてそれぞれにオリエンテーションを実施致しました。
　そして「ＳＴＡＲプログラム」（special training action rotary ）を今年度10月と4月の2回開催
致しました。これは、先輩会員の講話により各種委員会による活動やロータリー情報を提供し、会員間の親睦を
計る為のものです。
　新入会員や入会3年未満の会員の方々は、これからのクラブ活動の中核となって頂ける方々です。その意味あ
いを認識して委員会活動を行ってきました。
　最後になりますが、会長、幹事、各委員会そして事務局の皆さまのご協力に感謝申し上げます。　1年間有難う
ございました。

大場 傳美　会員増強委員長（代読 竹内　崇 会員組織委員長）
事業計画に対する実績
入会者　8/23鬼澤俊久、上村毅　9/27飯村晃一　10/4山田孝行　3/17寺内孝之　5/16長島明伸　
　　　　6/30菊池泰正、橋本祐一、佐藤昭仁
退会者　7/2菊地雅史　7/31櫻井裕之　11/11沼尻正信　1/31高島一徳　3/31富田裕一、
　　　3/31吉成弘樹、山田孝行、6/30菊池信子、黒田喜文

委員長総括
　今年度の入会者は9名、退会者は9名、結果は純増０名となってしまいました。
　会員の増強と同時に退会防止にも注力すべきであった。引き続き、次年度へ入会候補者の情報提供に協力し
たい。

飯山 孝之　クラブ管理運営委員長
事業計画に対する実績
　各委員会の事業計画に基づき、クラブの効果的かつ円滑な運営がなされ、目的が達成された。
委員長総括
　事業計画で掲げた５つの柱に基づき実践し、クラブの２本柱とも言われている「奉仕」と「親睦」
の充実が図られた。

前 週 の 例 会 報 告

2018-19年度　第61期事業報告2018-19年度　第61期事業報告



藤田 雪絵　親睦活動委員長
事業計画に対する実績
【例　会】
１．会員及び来訪者を襷を掛けて出迎え来訪者についてはその紹介を行った
２．誕生祝として会員にはシャンパン配偶者には花束、結婚記念祝として商品券、さらに入会祝には
青汁を選びお祝いを行った
３．例会後の片付けを委員全員で行った
【各種行事】
　8月9日㈭ 新入会員歓迎会（ローブ）、　9月17日㈪ 野球部甲子園大会
　10月11日㈭ 新会員歓迎会（かね喜本店）、　10月25日㈭ ガバナー公式訪問家族懇親会
　11月2日㈯ 第6分区親睦ゴルフコンペ（筑波カントリークラブ）
　11月14日㈬ スクラッチ会（サミットゴルフクラブ）、　12月20日㈭ 忘年会（ローブ）
　12月25日㈫ スクラッチ会（宍戸ヒルズ）、　1月17日㈭　新入会員歓迎会（霞月楼）
　3月10日㈰ スクラッチ会（麻生CC）、　3月16㈯・17日㈰ 秘湯の会
　4月9日㈫ 土浦南RCとの合同懇親会（土浦南RC主催）、　4月11日㈭ 新入会員歓迎会・観桜会（ローブ）
　4月16日㈫ 地区大会記念ゴルフ大会（大洗ゴルフ倶楽部）、　5月23日(木) ロータリーの夕べ（ローブ）
　5月26日㈰ 野球部甲子園大会、　6月14日（金） 4クラブ合同親睦ゴルフ大会（美浦GC）
　6月20日㈭ 新入会員歓迎会・お疲れ様会
委員長総括
　今年度は委員会のメンバーとして支店長さん方が多く、その方達が殆ど異動されてしまう事になり実働人数
がかなり減少しました。メンバー構成はもう少し考えて頂いた方が良いと思います。
　計画していた事業につきましては、皆様のご協力のもと滞りなく実行できたことを感謝申し上げます。

中島 賢一　プログラム委員長
委員長総括
 　今期は、入会記念、結婚記念、誕生祝いに因んだミニ卓話を企画しました。
　初めての試みなので多少の不安もありましたが、「良い話を聞けてよかったよ」などの意見も
聞こえ、安心いたしました。
　普段の様子からは分からない会員方々の過去の苦労話や、学生時代の偉業、奥様との馴れ初め
や、家族への思いなどを聞くことができ大変意義のある試みだったのではないかと感じています。
　私自身も、お話を聞いた会員方々の心に少しでも触れられた気がして、より親近感を抱きました。
　今年の例会プログラムを作成するにあたり、ミニ卓話に参加していただいたメンバーの方々に深い感謝をい
たします。ありがとうございました。

關本 淳一　ＳＡＡ
委員長総括
本年度は例会中にプログラム委員長起案の誕生日等のミニ卓話を取り入れ、会員相互の理解を

深める試みも行いました。また、止むを得ない理由で例会中に会場出入りをする際、ドアの開閉
音が気になっていたところ、例会場であるローブ様のお取り計らいにより、開閉音がなくなりま
した。これにより、一層格調高い例会を設営することができました。
ニコニコの目標額を250万円と設定しておりますが、本日６月19日現在未達であり、残す例会でのニコニコ
協賛をお願いするところです。また、お誕生日・入会祝い等で未収のニコニコもあるため、例会中に会員の皆

竹中 廣夫　公共イメージ委員長
事業計画に対する実績
１．「ロータリーの友」を毎月例会に内容紹介を行いました。
委員会メンバー 3名で4ヶ月を担当しました。
２．10月、3月に「ロータリーの友」への投稿を行いました。
３．JCOMさんの協力を得て、奉仕活動情報を発信しました。
４．ホームページにロータリーの情報や週報を掲載しました。
委員長総括
 「ロータリーの友」の内容紹介では、委員会メンバー 3名の視点に個性がみられ、面白い内容紹介が出来たと思い
ます。　ホームページは充実した内容で、多くの人の閲覧があったと思います。

61期　Vol.43

様にお願いに回っております。
３名の副ＳＡＡ協力の下、会員・来賓・ビジターの皆様に滞りなく全例会をお届けすることができる見込み

で安堵しております。
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新会員紹介新会員紹介

地区表彰されました地区表彰されました

幹事報告幹事報告

氏　　名 菊 池　泰 正 君
事業所名 菊池印刷株式会社
役　　職 取締役
推 薦 者 大槻利夫、沼田義雄
職業分類 印刷 
ロータリー歴 なし
委 員 会 親睦活動委員会

クラブ会報委員会兼務
卓　　席 7 卓

氏　　名 佐 藤　昭 仁 君
事業所名 清水建設株式会社

土浦営業所
役　　職 所長
推 薦 者 沼田義雄、大場傳美
職業分類 建設業 
ロータリー歴 なし
委 員 会 親睦活動委員会
卓　　席 7 卓

氏　　名 橋 本　祐 一 君
事業所名 土浦ケーブルテレビ株式会社
役　　職 代表取締役社長
推 薦 者 沼田義雄、大場傳美
職業分類 テレビ放送
ロータリー歴 ３年
委 員 会 親睦活動委員会
卓　　席 7 卓

１．新会員入会について
　　　下記２名の入会が可決承認された。
　　　　氏　　名 ： 佐藤　昭仁　（さとう あきひと）
　　　　職業分類 ： 建設業（清水建設株式会社土浦営業所 所長）
　　　　氏　　名 ： 橋本　祐一　（はしもと ゆういち）
　　　　職業分類 ： テレビ放送（土浦ケーブルテレビ株式会社 社長）

佐藤ぱうろ 幹事
持ち回り理事会　　2019（令和元）年6月20日㈭

小網会員（入会1979年1月5日）在籍40年以上

様にお願いに回っております。
３名の副ＳＡＡ協力の下、会員・来賓・ビジターの皆様に滞りなく全例会をお届けすることができる見込み
で安堵しております。

河合会員　30年間100％出席



菊池　信子 君
菊池印刷㈱　会長
平成8年7月5日 入会
令和元年6月30日 退会
MP・Yマルチプル

黒田　喜文 君
㈱黒田文七商店　社長
平成3年1月11日 入会
令和元年6月30日 退会
B・MP・Ｙマルチプル

退会会員退会会員

第61期　会長・幹事 退任報告第61期　会長・幹事 退任報告
　　会長退任挨拶
　　　　　　　　　　　　　　　　　2018-19 土浦RC第61期 会長　　沼田 義雄
5月は令和の改元と天皇陛下の即位で、祝賀ムード一色に沸き立った日本列島でしたが、
色々な記念イベントもどうやら一段落のようです。新しい時代が平穏で、希望に満ちた日々
が続くことを願うものです。
さて、土浦RC第61期は6月いっぱいで終了し、私の2018-2019年度会長職も任期満了でご
ざいます。この1年間、佐藤幹事をはじめ役員、理事、各委員会の委員長・委員の皆様には、

一方ならずお骨折りいただきました。大過なく61期を終えることができますのも、皆さまのご理解・ご尽力のお
陰であり、心からの感謝の意を表したいと存じます。事務局のご協力、また例会会場・ローブスタッフの毎回の
心遣いにもお礼申し上げます。
1年を通し、最も印象的でありましたことは、10月のガバナーの公式訪問でございました。高橋ガバナーから、
当クラブの奉仕活動に対して称賛の言葉をいただき、歓迎会も大盛況でした。日頃の皆様の活動がいかに真摯で
あるか、そしてそれが高く評価されたことに、会長として喜びを感じた一時でありました。ロータリー財団及び
米山記念奨学寄付、ニコニコボックスいずれも順調に推移いたし、陽明RCはじめ国内RCとの交流も所期の目的を
十分に果たし得たと思います。唯一、心残りの会員増強につきましては、退任後も純増に向けて皆様と共に努力
して参る所存でございます。
ともかく、奉仕活動、会議、各種行事等における会員一体となった団結力・集中力はすばらしく、土浦RCの将

来展望は誠に明るいものと確信することができました。
土浦RC第61期クラブ方針は、次の重要な節目となる70周年を視野に入れて「充実の70周年に向けて確かな第1
歩を」といたしましたが、皆さまの評価はいかがでしょうか。今後、62期竹内会長には第2歩も第3歩も充実した
クラブ運営をお願いいたしたいと存じます。
種々、ありがとうございました。心から感謝を申し上げまして、退任のご挨拶といたします。

　　　　　　　　　　　　　　　2018-19 土浦RC第61期 幹事　　佐藤ぱうろ
沼田会長のもと、61期の幹事を務めさせていただきました。会員の中でも最高齢の沼田会

長をお支えするのが、入会３年目で四十そこそこの若輩者というのも妙なご縁でした。「世代
を超えて絆は強く」とクラブソングにありますが、親子以上に年齢差のある会長・幹事は超世
代クラブの有り様の一つの可能性かと思います。また、議員40年、実業でも一代で大きな実
績を残してきた沼田会長の考え方には学ぶべきことが多く、それは会長・幹事という関係性

の中でこそ得られたものだと思います。
一方、会長から大きな信頼を寄せていただきましたが、内々に幹事のご依頼をお受けしてから十分な時間があっ

たにも関わらず、どれだけの準備ができたのか、歴史と伝統ある土浦ロータリークラブの幹事として適任だったの
か、今でも反省点ばかりが頭をよぎり、こうすればよかった、ああすればよかったということが多く、会長はもと
より、クラブに対しても申し訳ない気持ちがあります。もう一度幹事をやれれば、もう少し上手に切り盛りできる
と思いますが、幹事という素晴らしい役職を独り占めするわけにはいきません（笑）。反省点の多い幹事でしたが、
幹事経験を通して、クラブやロータリーの理解もだいぶ深まったと思いますので、今後のロータリーライフに活か
していきたいと思います。
最後に、若輩者の幹事を育てていただいた沼田会長、日々の業務で何から何までサポートしていただいた事務局

の前野さん、そして、至らぬ幹事でも61期のクラブ運営を抜群の安定感で実行していただいた老若男女クラブの皆
様に感謝を申し上げ、幹事退任のご挨拶とします。

幹事退任挨拶



格調高く、和やかに　  S.A.A

卓 席 表 7月～10月

会　員 欠　席 出　席 免除・欠席 出席率
57名 29名 29名 3名 51.85％

出 席 報 告

例 会 予 告

7月 4日 理事会⑴　会長・幹事就任挨拶、誕生祝・結婚記念祝・入会記念祝、「ロータリーの友」紹介

 11日 クラブ協議会⑴　事業方針発表　理事･役員･委員長

メークアップ

6/20　61期お疲れ様会＆新会員歓迎会
 飯山、臼田、鬼澤、小野、金澤、河合、小網、
 小坂、坂本、佐藤、鈴木（實）、關本、髙橋、
 竹内、竹中、鶴田、寺内、中島（賢）、長島、
 沼尻、沼田（義）、原田、平島、廣瀬（太）、
 藤田、山本、渡邊

土浦ローターアクトクラブ 幹事報告土浦ローターアクトクラブ 幹事報告
土浦RAC 　藤井 正之 幹事

6月20日の夜例会後、長島会員の歓迎会と沼田会長佐藤幹事の1年間お疲れ様会を開催致しました。
会員1人1人に長島会員への歓迎の言葉とご自分の1年間の反省という事でお話して頂きました。突然の
振りにも誰一人嫌がらずに応えてくださりとても良い雰囲気の中、閉会となりました。
皆様 1年間 本当にお疲れ様でした。　　　　　　　　　　　　　　　　　　藤田 親睦活動委員長　

会長・幹事お疲れさま会 ＆ 新会員歓迎会会長・幹事お疲れさま会 ＆ 新会員歓迎会

1　卓 竹内、髙橋、飯山、關本、沼田、磯、小網、萩原

2　卓 鬼澤、藤田、円城寺、安藤、小原、廣瀬（昭）、渡邊、石塚

3　卓 鶴田、小倉、三輪谷、原田、高田、上村、大内、説田

4　卓 鈴木（敏）、中島（賢）、鈴木（實）、河合、沼田（真）、大槻、小坂、中川

5　卓 臼田、金澤、平島、藤澤、廣瀬（太）、小野、佐藤（ぱ）、髙木

6　卓 坂本、竹中、宇田川、山本、堀越、鈴村、鈴木（亮）、寺内、中島（祥）

7　卓 沼尻、大場、飯村、片岡、菊池、倉持、佐藤（昭）、長島、橋本

６月第１例会
　主管：専門能力開発委員会　
　日時：令和元年6月22日㈰　
　場所：茨城大学理学部K棟インタビュースタジオ
　内容：地区協議会、リーダーシップ研修会に参加して次年度の活動方針を理解する。　　　




