
自動車にまつわる絵はがき　　
（文：廣瀬　太／企画・製作：ノスタルヂ屋）

スバル　３６０(1958年～1970年)
当時のカタログより、富士山を背景にスバル３６０。
スバル３６０は、富士重工業（現SUBARU）が開発した軽自動車
であり、のべ12年間に渡って生産されました。

1月は職業奉仕月間です。
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土浦ロータリークラブRI第2820地区　茨城県

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

1月9日（第3011回）１月第1例会プログラム .24
●点　鐘 会　長
●国歌斉唱　　　　　　　　　　
●ロータリーソング 奉仕の理想
●ビジター紹介 親睦活動委員会
●会長挨拶
●幹事報告・委員会報告
●会 食・乾 杯
●誕生祝・結婚記念祝・入会記念祝 新睦活動委員会
●子年会員お祝い 親睦活動委員会
●「ロータリーの友」紹介 髙木博昭 公共イメージ委員
●にこにこBOX報告 SAA
●出席報告 出席委員会
●点　鐘 会　長
●ロータリーソング 我等の生業

ロータリーは
世界をつなぐ



前 週 の 例 会 報 告

佐藤ぱうろ 公共イメージ委員長
・「ロータリーの友」の紹介を委員会メンバー４名で毎月交代で行い、12月で半分となる6回を終えま
した。各人の特徴ある紹介方法により、皆様には飽きずにお耳を傾けていただいていると思いま
す。また、10月第2例会では、「ロータリーの友」についての卓話を行いました。
・ロータリーの活動情報等の対外発信については、会員でもあるJ:COM様にご協力いただいてお
り、先日の花火競技大会翌日の清掃活動では、会長インタビューも放送いただき、土浦ロータリー
クラブの認知度向上、公共イメージアップの一助となったと思います。また、クラブのホームページや
フェイスブックについては、本年も平島会員にCICOをお引き受けいただき、例会や奉仕活動等の様子をこまめ
にアップしていただいております。フェイスブックに掲載している例会の食事の写真も、入会の後押しになるの
ではないかと思います。
・下半期に向けては、上記を継続するとともに、予算をいただいているイメージ広告につき、費用対効果が高まる
掲載時期や内容等を検討して実行します。また、「ロータリーの友」への投稿にもチャレンジしたり、奉仕活動等
への参加・発信も継続して行いたいと思いますので、皆様のご協力をお願い申し上げ、中間報告とします。

前期事業報告

磯　充 職業分類・会員選考委員長
職業分類
　以下の職業を追加した。林業、葬祭業
会員選考
　以下の者について会員選考を行った
　　松浦　　晃　(林業)　　　10月10日入会　　　　　廣瀬　　正　(不動産業)　11月14日入会
　　福田　雅典　(葬祭業)　　令和2年1月入会予定

鶴田 一郎 クラブ管理運営委員長（髙橋 幹事　代読）
策定した事業計画に基づきクラブ内活動を行っています。
又、各委員会はそれぞれの事業目標に向かい活動をしています。
委員会はそれぞれの目標がありますが、５委員会が相互補完し合いメンバーとクラブが魅力あ
るものと感じられる様、後期も活動致していきます。

竹内　崇 会長
令和最初の年も終了し、ロータリークラブとしては、折り返し地点を迎える事となりました。
土浦ロータリークラブの会長職を仰せつかってから半年が経過いたしました。上半期を振り返
りますと、滞りなくクラブ運営を遂行することができました。これも綿密な事業計画を立案し、
執行してくださった理事・役員・委員長の努力の賜物であり、深く感謝申しあげます。また、何
よりクラブ運営にご理解ご協力いただいた会員の皆さまのお陰であることは言うまでもありません。
残された下半期6ヶ月、更に充実したクラブ運営を実現するため、理事・役員・委員長の皆さまには今一度、
事業計画を検証していただきたいと思います。そして、やり残しが無いよう取り組んでいただければ幸いです。
今年6月の年度末には、最高の形で62期を締めくくり、来るべき63期へ襷を繋ぐべく邁進する所存です。下半
期もご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願い申しあげます。

廣瀨　太 クラブ会報 委員長
当委員会は小野会員、菊池会員と活動しています。皆様の協力のもと、現在まで滞りなく、週
報の発行出来ております。引き続き遅滞の無いように、そして内容の充実に努め発行していきた
いと思います。

小原 芳道 ロータリー情報委員長（沼田（真）会員　代読）
会長方針に則り、ロータリー情報の提供を行いました。
・８月の納涼会において、ＳＴＡＲ委員会を開催し、ロータリー財団及び米山奨学会について
の情報をそれぞれの委員会の皆様にお願いし、会員へ提供しました。
・ガバナー公式訪問時に、新入会員２名へのオリエンテーションを行いました。
　ロータリー情報を提供し、ロータリーへの理解を深めていただきました。



平島 隆之 国際奉仕委員長
・姉妹クラブの台北陽明RCとの共同事業として計画中の国際的奉仕活動についての調査を行った。
事業化についての具体的な活動は後期に予定している。

・今ロータリー年度の訪台日程確定。これから訪台団を募集＆結成して、3月13日(金)～15日(土)
の旅程で台北訪問して来ます。今回の訪台は、例年の陽明RC周年記念式典に参加するだけでは
なく、５年に１度の姉妹クラブ再調印式を兼ねての訪台になるので、姉妹クラブ通しの友好関係
をより一層深めるためにも、たくさんの会員＆関係者で訪台することを目標にしています。

子年会員紹介

臼田 恭士 青少年奉仕委員長
青少年奉仕委員会の事業報告としましては、アルカス土浦（土浦市立図書館）への本の通帳への寄
贈について、地区に申請しておりました補助金の決定があり、補助金を受けながら事業を進めること
となりました。アルカス土浦としても本の通帳を5000冊増刷する予定で、通帳の裏に土浦ロータリー
クラブのロゴが入ることで、公共イメージの向上に繋がることが期待できます。
今後は1月23日にアルカス土浦の入江館長にお越しいただき、アルカス土浦を通しての青少年の現状等について

卓話いただく予定です。また、社会奉仕委員会と共同でアルカス土浦周辺の清掃活動を2月か3月あたりに実施する
予定です。ご参加の程、よろしくお願いいたします。

沼田　義雄君（昭和11年）
宇田川仁一郎君、竹中 廣夫君、原田 博夫君、堀越 恒夫君（昭和23年）
安藤真理子君（昭和35年）
菊池 泰正君、竹内　崇君（昭和47年）
鈴木　亮君（昭和59年）

１．日　程 2020年 ３月13日㈮～15日㈰　２泊３日
  ３月13日㈮ 午前出国、夕方からウェルカムパーティー
  ３月14日㈯ 半日観光、姉妹クラブ調印式、周年記念式典
  ３月15日㈰ フェアウェルブランチ、夕方帰国

２．行　先 台 北
 ホテル：ザ ハワード プラザ ホテル 台北 (台北福華大飯店) ５つ星

３．参加費 見積依頼中

４．観　光 十分（シーフェン）観光を計画中。ランタンに願い事を書き、空に飛ばして来ましょう！
 時間が許せば台湾のナイアガラと呼ばれる十分瀑布も。

第31回 訪台団のご案内

今回は、５年に１度の姉妹クラブの再調印式が開催されますので、
年度末というお忙しい時期ではございますが、皆様方の参加協力を切に切にお願い申し上げます。

１．日　時 令和２年２月２日（日）
 　集合時間　 10：00　　清掃時間　 10：10頃～10：50頃
 　ゴミをまとめて、11時までに終了予定
２．集合場所 霞ヶ浦総合公園 風車・ネイチャーセンター前の藤棚付近
３．清掃場所 霞ヶ浦総合公園 ネイチャーセンター周辺（霞浦の湯～風車）
 公園内の木製イスの塗り替えも合わせて作業したいと思います。
 （ブラシ・塗料はクラブで用意いたします。）
４．服　装 お持ちの方は土浦RCの白いウィンドブレーカーを着用願います。
５．その他 雨天（荒天）の場合は中止。中止の場合、当日９時までに電話連絡をします。

霞ヶ浦綜合公園の清掃活動

申込締切
1
16

申込締切
1
23



格調高く、和やかに　  S.A.A

12/26　計30,000円　　累計1290,000円

にこにこBOX

出 席 報 告

例 会 予 告

会　員 欠　席 出　席 免除・欠席 出席率
59名 22名 37名 2名 64.91％

1月 16日 「新入会員卓話」長島明伸 会員 
 23日 「青少年奉仕委員会担当卓話」アルカス土浦館長 入江弘子様

〈会　員〉　　　　　　　　　
中島　賢一君（  3日）、萩原　英彦君（  7日）
藤田　雪絵君（10日）
〈配偶者〉
上村　　毅君 奥様　美千子様（  2日）　
坂本　史郎君 奥様　恭　子様（  4日）
堀越　恒夫君 奥様　喜久枝様（  4日）
臼田　恭士君 奥様　里　美様（14日）
宇田川仁一郎君 奥様　幸　子様（28日）

關本　淳一君・裕　子様御夫妻（  1日）
中島　賢一君・和　見様　〃　（  3日）
磯　　　充君・けい子様　〃　（  8日）
三輪谷博史君・直　美様　〃　（10日）
臼田　恭士君・美　里様　〃　（14日）

円城寺紘征君、萩原 英彦君（4日）
小網 祐司君、沼尻　大君（5日）
宇田川仁一郎君、竹中 廣夫君、堀越 恒夫君（6日）
大槻 利夫君、佐藤ぱうろ君、廣瀬　 太君（7日）
小倉 史義君、小原 芳道 君（8日）
臼田 恭士、沼田 真一君（11日）
竹内　 崇君、原田 博夫君（17日）
沼田 義雄君、渡邊 俊樹君（19日）

誕　生　祝

結婚記念祝

入会記念祝

（1月）

（1月）

（1月）

１月のロータリーレートは110円です。

　ロータリーファミリー（※）で東京五輪聖火
ランナーに選出された方の情報があればお知ら
せください。
（※）ロータリアン本人及びその家族、
　　  ローターアクター、インターアクター
情報集約期限　2020年1月10日
選出された方の情報（氏名（ふりがな）・性別・
年齢・職業（又は学校）・連絡先（住所、携帯番
号））を事務局宛てご連絡ください。

幹 事 報 告

寄付金報告「ロータリー財団寄付」寄付金報告「ロータリー財団寄付」
7/1～12/26　11,770ドル　累計1,271,160円

土浦市教育委員会から、
手紙文化振興支援（地域貢献型教育年賀）貢献の功績とし
て感謝状をいただきました。


