
日本昔自動車風景　～一枚の絵はがきから～（其ノ十六）
（文：高井 淳 氏／企画・製作：ノスタルヂ屋）

広島県広島市、路面電車の広島駅と原爆ドームのほぼ中間地点にある八丁
堀ビル街の風景です。軌道敷内を闊歩するのは昭和30年台前半のマツダ
小型3輪トラックです。当時三輪トラックが自動車メーカーの主力商品
だったことを看板からも伺い知ることができます。20世紀終盤の今日、
路面電車は依然として広島市内を走っていますが、三輪トラックは歴史の
中に埋もれて行きつつあります。
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2019～20年度 国際ロータリー会長
マーク・ダニエル・マローニー 氏

8月は会員増強及び新クラブ結成推進月間です。

8月8日（第2993回）8月第2例会プログラム .6
●点　鐘 会　長　　　　　　　　
●ロータリーソング 四つのテスト
●ビジター紹介 親睦活動委員会
●幹事報告・委員会報告
●会　食
●地区研究会報告 ロータリー財団
  青少年奉仕
  クラブ奉仕
  奉仕プロジェクト
  （社会奉仕、職業奉仕、国際奉仕）
●にこにこBOX SAA
●出席報告 出席委員会
●点　鐘 会　長
●ロータリーソング それでこそロータリー

ロータリーは
世界をつなぐ



前 週 の 例 会 報 告

会長挨拶

幹事報告

竹内　　崇　会長

早いもので第62期がスタートし、あっと言う間に１ヶ月が経過
しました。この間、４度の例会、理事会、クラブ協議会、歴代会長・
幹事会、地区研究会等が開催されました。短期間に会議が目白押
しで、正に盛りだくさんの１ヶ月でしたが、無事に乗り切ること
が出来ました。これも会員の皆さまのご支援の賜物であり、感謝
御礼申しあげます。今年度も最高のスタートが切れたと自負して
おります。
スタート期間が終了し、今後は、委員長の皆さまを中心に本格
的に事業を執行していただくことになります。事業計画に則って
運営することは言うまでもありません。しかし、前例にとらわれ
ることなく社会の変化に柔軟に対応し、時には大胆な発想で事業を展開する英断も必要かと思われます。
今月は、会員増強・新クラブ結成推進月間です。特に近年、ＲＩ、ＲＩ2820地区、当クラブにおいても会員
増強に力を入れております。８月の第３例会では、地区から講師をお招きし、勉強する機会を設けさせていた
だきました。改めて会員増強の本当の意義は何のか、会員の皆さま一人一人が真剣に考えていただければ幸い
です。
今月も、引き続きご支援・ご協力を賜りますよう、よろしくお願い申しあげます。

第２回 理事会報告　2019年（令和元年）8月1日㈭　11：30～　於：ローブ

第61期 持ち回り理事会報告

2019-20年度　9月のプログラム予定　　　基本的教育と識字率向上月間
  5日 理事会⑶、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

12日 卓話　茨城新聞社 土浦・つくば支社長　菊池克幸様、クラブ協議会⑵ 

19日 卓話「森林環境税・譲与税の背景と課題①」　原田会員 

26日 卓話「森林環境税・譲与税の背景と課題②」　㈱つくば林業　代表取締役 松浦晃様　 

審議事項
１．第62期予算の件（補正）
 原案通り、可決承認された。
２．第29回かすみがうらマラソン・ウォーキング実行委員推薦の件
 竹内会長、高橋幹事を委員として推薦することが可決承認された。
３．９月例会プログラムの件
 原案通り、可決承認された。

審議事項
１．2018-19年度決算 承認の件
 別紙の通り、2018-19年度（第61期）決算が承認された。

髙橋 宏成　幹事

佐藤ぱうろ　第61期 沼田年度幹事

2019年（令和元年）8月1日㈭　　於：ローブ



土浦ローターアクトクラブ　年間予定表2019-20
例会日：毎月第１・３水曜日
時　間：19：30～
例会場：土浦一中地区公民館

予定月 例会・プロジェクト 予定日 内容 担当委員会 会場 備考
第1例会 今年度の方針発表 会長 一中地区

第2例会 礎神輿 社会奉仕 土浦

第1例会 きらら祭り 社会奉仕 モール５０５

第2例会 きらら祭り 社会奉仕 モール５０５

第1例会 アクトの日 未定

第2例会 オリンピックについて 国際奉仕 一中地区

第1例会 土浦花火大会後のごみ拾い 社会奉仕 土浦 土浦RC合同

第2例会 海釣り予習 専門知識 一中地区 土浦南、つくば学園、土浦合同

第1例会 海釣り 専門知識 日立 土浦南、つくば学園、土浦合同

第2例会 ボーリング大会 専門知識 土浦 土浦南、つくば学園、土浦合同

第1例会 道心園クリスマス例会 社会奉仕 土浦

第2例会 忘年会 クラブ奉仕 土浦

第1例会 初詣、新年挨拶会 クラブ奉仕 つくば 土浦南、つくば学園、土浦合同

第2例会 台湾について 交際奉仕 土浦

第1例会 会員増強 会長 一中地区 土浦南、つくば学園、土浦合同

第2例会 専門知識 一中地区

第1例会 台湾 国際奉仕 台湾

第2例会 台湾 国際奉仕 台湾

第1例会 台湾報告 国際奉仕 一中地区 土浦南、つくば学園、土浦合同

第2例会 かすみがうらマラソン 社会奉仕 土浦

第1例会 ダーツ、ビリヤード クラブ奉仕 土浦南、つくば学園、土浦合同

第2例会 オリンピックについて２ 専門知識

第1例会 今後のアクトについて クラブ奉仕

第2例会 卒業 クラブ奉仕

7月

2月

3月

4月

5月

6月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

米山奨学生 エー・エー・テェンさん
奨学金授与

『ロータリーの友』紹介
髙木 公共イメージ委員



格調高く、和やかに　  S.A.A

8月 15日 休　会
 22日 会員増強出前卓話
  　2820地区 会員増強委員
  　吉田正一様（土浦南RC） 

会　員 欠　席 出　席 免除・欠席 出席率
58名 17名 41名 2名 73.21％

出 席 報 告

例 会 予 告

メークアップ

8/4 米山世話クラブ・準世話クラブ・学友会合同セミナー
 金澤、藤澤

8月のロータリーレートは108円です。

入会記念祝（8月）誕生祝（8月）

納涼会納涼会
令和元年スター委員会
新入会歓迎会
令和元年スター委員会
新入会歓迎会

　会員間の親睦を深め、よりロータリーを楽しむために、下記のとおり新入会員歓迎会を兼ねた
納涼会を企画いたしました。
　 既に夏バテ気味になっている方も、この暑さに打ち勝つべく、冷たいビールで涼みましょう。
　尚、同会合にて、スター委員会を開催させて頂きますので、入会３年未満の会員の皆様は是非とも
ご参加ください。

日　時：令和元年 8月2２日（木） 
会　場：霞月楼 様
会　費：8,000円

時　間：19:00～21:00

小原 芳道　ロータリー情報委員長
沼尻 　大　親睦活動委員長 


