
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）

トヨタ　セリカ（初代　1970年～1977年）
1977年ＷＲＣ(世界ラリー選手権)第2戦、第27回 インターナショ
ナル・スウェーディッシュ・ラリーに参戦した時の一枚。
初代セリカは、現在ヤリスで参戦しているトヨタのＷＲＣにおける
先駆けとなりました。

6月はロータリー親睦活動月間です。
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ロータリーは
世界をつなぐ
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沼尻　大　親睦活動委員長
事業計画に対する実績
　　例会開始前の会員のお出迎え、
毎月の会員の皆さまへの各種お祝
い、新入会員歓迎会、スター委員
会のサポート、同好会イベントへの参加（スクラッ
チ会）をさせて頂きました。
　また、8月には『令和元年　納涼会』、10月には
『例会3,000回記念祝賀パーティー』、11月には『中
村ガバナー歓迎家族懇親会』を企画運営させて頂
きました。

第62期 事業報告第62期 事業報告

飯山 孝之　会員組織委員長
事業計画に対する実績
　会員増強につきましては、8年後の創
立70周年会員70名に向けて、2名純増
を実現するため力を入れて参りました
が、残念ながら退会者も多く、2名純増
は果たせませんでした。今後は退会者を出さないよ
う会員全員で努力していきたい。
　他の委員会の職業分類・会員選考、ロータリ情報委
員会については、事業計画に基づき、各委員会と連携
を取りながら、推進、実践し、目標が達成できた。

円城寺紘征　会員増強委員長
事業計画に対する実績
１．8月地区増強委員会吉田講師による
出前卓話例会を主管いたしました。
２．新入会員は松浦晃会員、廣瀬正会
員、福田雅典会員の3名退会会員は片
岡康治会員、飯村晃一会員、中川喜久治会員、鈴
村博一会員　沼田義雄会員の4名。
委員長総括
　　不本意ながら２名の会員減となりました。地域
社会との繋がりを大切に今後も増強して欲しいと
思います。

鶴田 一郎　クラブ管理運営委員長
事業計画に対する実績
　各委員会はそれぞれの目標以上の活
動を致しました。但し、コロナウィルス
の関係で休会になった例会があった為、
活動が一部の期間できなかった事は残
念でした。クラブ活動の制限が起こりうるリスクを
考慮し、様々な例会方法や活動方法を検討する事が
必要と思います。
委員長総括
１年間を振り返って、委員長の感想、今後の課題等
を記載する。

髙田 知己　出席委員長
事業計画に対する実績
　例会の出席率について、メークアッ
プで救済される期間が大幅に伸びたた
め出席率の数字については改善が予想
されます。また、この新しいメークアップ情報につい
て例会などを通じて周知を図らせていただきまし
た。お出迎えと模範会員の表彰については事業計画
を達成できたものと考えています。欠席の多い会員
に出席推奨連絡は試みてみましたが、なかなか成果
がでませんでした。
委員長総括
　新型コロナウィルスの影響により、長期の例会休
止となってしまいました。来年度は、出席委員会を離
れることになってしまいますが、次年度の出席委員
会には私のできる限り協力をさせていただけたらと
考えています。

鬼澤 俊久　会計
事業計画に対する実績
１．予算執行を適正に行い、クラブ運営
に貢献した。
２．四半期毎に終始実績を作成し、予算
執行状況を理事会に報告した。
３．承認された予算に基づき、運営資金・奉仕活動資
金の執行について効率的に且つ厳正に管理した。

小倉 史義　プログラム委員長
　今年度、竹内会長の当委員会への方
針「魅力ある例会の心臓部。外部卓話
講師による例会に充実を。」を受けて
委員会活動を進めて参りました。会長
方針にどこまで沿えるか不安でした
が、幸いにも多くの会員皆様に卓話をして頂きま
した。又、外部からの卓話者につきましても会員
皆様から多くのご紹介を頂きましたので魅力ある
例会、充実した例会の実現に少しでも繋がってい
れば幸いです。実施日程についても大きな変更も
なく順調に推移してきましたが、年度後半、終盤
にきてご承知の通り新型ウイルスによる例会休会
を余儀なくされました。
　3月から9回、9人の皆様の卓話ができなかったこ
とは、極めて残念であり、卓話を予定されていた
方々にも申し訳ない気持ちであります。次年度委
員会組織で是非、実現して頂ければと願っており
ます。
　最後になりますが、会員皆様のご協力に感謝申
し上げ、1年間の御礼と致します。有難うございま
した。



佐藤ぱうろ　公共イメージ委員長
事業計画に対する実績
１．委員4名の交代制で2回転。3月か
ら新型コロナの影響で休会。

２．今期は皆様への投稿のお願いのみ
で、私の怠慢で具体的な成果なし。

３．茨城新聞「ロータリー情報館」に写真つきの活
動記事を掲載。内容は、2月2日に実施した霞ヶ浦
総合公園での清掃、ベンチ補修

４．Ｊ：ＣＯＭ様による奉仕活動の取材、放映
　　・花火大会翌日の清掃活動
　　・霞ヶ浦総合公園での清掃、ベンチ補修
５．例会の食事や週報、活動の様子等を随時フェイ
スブック等へアップ

６．茨城新聞への広告掲載（2月26日掲載）
　　・安藤新市長インタビュー記事と一緒に掲載
　　・活動写真に「世界を変える行動人」のテンプ

レートを活用
　　当初予定していた常陽リビングへの掲載はコロ
ナの影響もあり見送り

７．上記と関連しますが、清掃活動への参加等
　　かすみがうらマラソンは新型コロナにより中止
委員長総括
　　対外発信によるロータリー全般、土浦RCの認
知度向上、イメージアップに主眼を置いて活動し
てまいりましたが、年度の後半は新型コロナウィ
ルスの影響を大きく被り、事業計画の一部が実行
できませんでした。　

　　ロータリーの認知度向上、イメージアップは会
員拡大にも欠かせないものですし、他の委員会と
の連携も重要だと思いますので、次年度に引きつ
ぐとともに、私も公共イメージ委員会を離れても、
「対外発信」「イメージアップ」を常に意識するよ

廣瀬　太　クラブ会報委員長
事業計画に対する実績
　本年度は、新型コロナウイルスの
影響もあり、例会が開催できない時
期があり、当初の会報の発行号数よ
りも減ることとなりましたが、無事
に発行することが出来ました。また、例会の休
止期間中には、臨時号を発行し会員とのコミュ
ニケーションを図りました。
委員長総括
　当委員会の活動は、会報の発行が主ですが、
本年度は長期に渡って例会の休止等イレギュ
ラーな状態がありました。しかしながら、会員、
事務局等の皆様の協力により、滞りなく行うこ
とができました。ありがとうございました。

河合　隆　社会奉仕委員長
事業計画に対する実績
〈環境保全〉
１．霞ヶ浦総合公園の藤棚の手入
れと清掃活動。
　・令和2年2月2日㈰　AM10:00～
　参加者：会員16名家族4名
　　公園の清掃及びベンチ12台の塗装作業を
　行った。J:COMより取材があった。
２．市内クリーン活動への参加協力。　
　・全国土浦花火大会翌日のJ:COMテレビ主催
　による花火大会会場の清掃活動　令和元年
　10月27日㈰　AM7:00
　参加クラブ人数19名

〈人間尊重〉
１．児童養護施設「茨城県道心園」のクリスマ
スの集いに参加し、助成金を贈る。
   12月12日㈭　助成金贈呈　
　　　　　　　 竹内会長・高橋幹事出席
　12月15日㈰　クリスマス会
　　　　　　 河合社会奉仕委員長出席
２．かすみがうらマラソンのウォーキング部門
へ参加、目録を寄付する。
　　2月20日㈭安藤土浦市長を訪問し、支援金
贈呈する。4月19日の大会はコロナウイルス
の為、中止となり、会員のウオーキング部門
への参加支援も中止となった。
３．コロナ支援として、団体への資金協力
　　・6月9日筑波大学へ学生支援のための支援

金を贈呈した。
　　・6月　日土浦市へPCR検査のための支援

金を贈呈した。
委員長総括
１．コロナウイルスの影響で、計画とおりには
事業が出来なかった。
２．クラブとして、突発したコロナ対応に関す
る奉仕活動を何かできないかと模索する中、
会長はじめ会員の協力により急遽支援活動を
決定し実施することができました。

うにしたいと思います。また、ホームページ
やSNSの活用について、今期もCICO平島委
員の尽力に助けられました。
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第5回事前理事会報告第5回事前理事会報告

2020-21年度　7月のプログラム予定
  2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

  9日 事業方針発表　理事･役員･委員長

16日 事業方針発表　理事･役員･委員長

30日 休　会 

高橋　宏成 幹事

臨時理事会臨時理事会

關本　淳一 副幹事

新型コロナ拡大防止・感染対策の状況により、変更になる場合がございます。

審議事項
１．ロータリー情報委員長選任の件　沼田義雄委員長予定者が退会のため、ロータリー情報委員長に磯充会員を

選任した。
２．第63期事業計画の件　原案どおり、可決承認された。
３．第63期予算及び年会費の件　原案どおり、可決承認された。会費についても例年通り徴収することが可決承

認された。
４．第63期7月からの例会運営等の件　通常通り実施することが可決承認された。
５．7月例会プログラム承認の件　原案どおり、可決承認された。
６．歴代会長幹事会 の件　新型コロナウイルスの影響が落ち着くまで延期することを決定した。今期中に開催す

ることを努力目標とした。延期する旨を歴代会長幹事には別途連絡するものとした。
７．土浦薪能倶楽部年会費承認 の件　例年通り、団体会費5,000円を拠出することが可決承認された。
８．一般社団法人霞ヶ浦市民協会 年会費承認 の件　例年通り、団体会費10,000円を拠出することが可決承認さ

れた。
９．その他　当初目的達成により絆プロジェクトの終了が可決承認された。

審議事項
１．土浦市国際交流協会年会費承認の件　例年通り、会費10,000円を拠出することが可決承認された。
２．会員退会承認の件　沼田義雄会員、鈴村博一会員の退会が承認された。（6月30日付）
３．出席規定の免除承認の件　定款第3節の規定に基づき、竹中廣夫会員の出席規定の免除が可決承認され
た。

４．その他　会費未納の会員につき、定款通り書面をもって通知することとした。

2020年6月18日㈭ 11:30～　　於：ローブ

2020年6月18日㈭ 13:30～　　於：ローブ
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　　会長退任挨拶
　　　　　　　　　　　　　　　　　2019-20土浦RC第62期 会長　　竹内　　崇
今般、60年を越える長い歴史と伝統を誇り、格式高い土浦ロータリークラブの第62期
（2019－20年度）会長を務めさせていただきました。
上半期は、理事・役員・委員長の皆さまの綿密な事業計画の立案、的確な事業執行、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、滞りなくすべての事業
を遂行することができました。当然、下半期も順調に事業を遂行し、最高の形で次年度に

タスキを繋げるものと確信しておりました。
しかし、下半期は想定外の事態に見舞われてしまいました。コロナウイルス感染拡大の影響で、3月、4月、

5月の3ヶ月間、例会を含むほとんどの事業の中止・延期を余儀なくされました。理事会で慎重審議し、会員の
皆さまの健康、安全を最優先に考えた末での苦渋の決断でしたが、一番大切な例会の機会を奪ってしまったこ
とを改めてお詫び申しあげます。新型インフルエンザ等特別措置法に基づく緊急事態宣言が解除された事を受
け、6月11日より例会を再開できたことは不幸中の幸いでしたが、事業を完全に執行できず消化不良感が残っ
てしまいました・・・・
第62期スローガンとして掲げさせていただいた「更なる進化に向け変革の時」を実現できたのか、会員の皆

さまに満足していただけるクラブ運営ができたのかと自問した時、恥ずかしながら自信を持って『できまし
た！』と回答できない自分がいます。自分の未熟さを再認識すると同時に、危機的な状況に直面した時の活動
の難しさを痛感した1年間でした。そして、厳しい状況下で、何気ない日常や、ロータリークラブの活動を満喫
できる平穏な日々がいかに素晴らしく尊いものであるか。平時では忘れてしまいがちな大切なこと教えられま
した。
最後になりますが、この1年間、ご支援・ご協力を賜りました、会員の皆さま、事務局の前野さんに心からの
御礼、感謝申しあげ、これまでタスキをつないでこられた61名の歴代会長の皆さまに敬意を表し、会長退任挨
拶とさせていただきます。
本当に本当にありがとうございました。感謝しております。

　　　　　　　　　　　　　　　2019-20 土浦RC第62期 幹事　　髙橋  宏成
１年間、幹事を務めさせて頂き、ありがとうございました。頼りない私をサポートして
頂いた、各委員長をはじめ会員の皆様、さらに事務局の前野様の温かい見守りがあったか
らこそ幹事ができたと思っています。これからもこの貴重な経験を生かし、ロータリー活
動を続けて参りますので、どうぞよろしくお願いします。

幹事退任挨拶

米山記念奨学会より感謝状授与米山記念奨学会より感謝状授与

第62期 会長・幹事　退任挨拶第62期 会長・幹事　退任挨拶

2019年4月～2020年3月
米山記念奨学生エー エー テェンさんの
カウンセラー藤澤昭彦君へ感謝状が授与されました。



格調高く、和やかに　  S.A.A

メークアップ

6/22　第4回第6分区協議会　竹内、高橋

例 会 予 告

出 席 報 告

会　員 欠　席 出　席 免除・欠席 出席率
59名 21名 38名 3名 67.85％

7月 2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

 9日 事業方針発表　　理事・役員・委員長

6/18　計178,000円　　累計2,098,000円

にこにこBOX

鈴村　博一 君
鈴村医院　院長
昭和56年11月24日 入会
令和2年6月30日 退会
MP・Yメジャードナー

中川喜久治 君
中川ヒューム管㈱　社長
平成6年6月24日 入会
令和2年6月30日 退会
P・Yメマルチプル

沼田　義雄 君
筑波保育医療専門学校　校長
学校法人沼田学園　理事長
平成2年1月19日 入会
令和2年6月30日 退会
B・MP・Yメジャードナー

退 会 会 員


