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例会報告 No.1926 12 月 25 日（水）晴れ  （司会  角田雅宣委員長） 

 

本例会でのおもな事項 

＊会長挨拶        ＊前期事業報告   (各委員会委員長) 
 

40周年実行委員会 (皆葉瑞男総務委員長) 
会場設営委員会 親睦（染谷秀雄委員） 
懇親会ではアトラクションでバンド等は入れないで、抽選会等にしたいと思います。懇親会の総合司会は、

北村陽太郎会員、抽選会は角田雅宣会員にお願いしたいと思っております。 
総務委員会（熊谷 昇委員） 
当日の配置をお配りしました。1月 8日に広告を入れます。当日の皆様の集合時間は 12時です。食事は
用意しておりませんので、各自でお願いします。詳細は 1月 8日の例会の時に。 
諸報告 
ロータリー財団委員会（瀬戸隆海委員長） 
12 月 15 日にロータリー財団セミナーがホテルＣＡＮＫＯＨで開催され出席してきました。また、ご協力い
ただきました寄付につきましては、本日送金いたします。 
国際奉仕委員会（五木田利明委員長） 
昨日詳細メールが届きまして、ツウンバからの交換学生は 2名となりました。 
幹事報告   （松村仁寿幹事） 
週報受理      土浦・つくばシティ・水戸・水戸西・水戸さくら・石岡 87 各ＲＣ 
例会変更通知受理 石岡 87RC 1月 2日(木) 休会 

1月 23日（木）は 1月 25日（金）午後 7時より 袋田観光ホテル 

土浦 RC  1月 2日(木) 休会 
つくばシティＲＣ 1月 1日(水) 休会 
藤代 RC  1月 6日（月）は 1月 9日(木) 午後 7時より 藤代町サルデーレ 

1月 13日(月) 休会 
龍ヶ崎中央 RC  1月 10日（金) 午後 6時 30分より 和処 やぐち亭 

龍ヶ崎中央ＲＣより創立 5周年式典のお礼状が届きました。 
会長挨拶  （田中正躬会長） 

 先日は大変楽しい忘年会を開いて頂き有難う御座いました。親睦委員会の皆さんを始め、ご協

力いただいた方々に感謝申し上げます。 

今年もあと丁度一週間を残すのみとなりました。私どもの年度になっての半年間、本当に皆様方

のご指導、ご助力により何とかここまで来られました。来年早々の 40 周年記念行事を始め、これ

からも多くのことでご援助を頂くことになります。どうか宜しくお願い致します。 

先日開かれました指名委員会おきまして、全会一致で次期副会長に、鈴木 豊会員を推挙するこ

とに決定致しました。鈴木会員には電話で報告し、ご快諾を得ております。どうぞ宜しくお願い

致します。 

国際ロータリーの指名委員会では、ジョナサン・Ｅ・マジィアベ会長エレクトに次ぐ会長候補に、

アメリカ・アラバマ州のグレン・Ｅ・エステス氏を 2004～05 年度のＲＩ会長として選出しました。

エステス氏は、ロータリー100 年を祝う 2005 年の国際大会を主催することになります。 



ネコにひっかかれて熱が出たり、リンパ節がはれたりする「ネコひっかき病」が増える傾向があ

ります。 ・・・・中略・・・・ 傷口の消毒、ネコに触った後の手洗い、ノミの駆除が予防の

決め手となります。 

前 期 事 業 報 告 

クラブ奉仕 1（島田 勝委員長） 

今年度のＲＩ、そして地区の重点テーマであります会員増強について、9月 18 日クラブ奉仕 1の

各委員長さんにお集まりいただき、会員増強について、クラブとしての対応について話し合いを

していただきました。その結果を踏まえて、鈴木会員増強委員長さんに例会にて、会員増強につ

いてのクラブフォーラムを開催していただき、会員の皆様の意見を伺い、

会員増強に対しての理解を深めていただきました。後期も各委員長さん

と連絡を密にし、活動していきたいと思います。 

職業分類委員会（鈴木邦彦委員長）今のところありません。 

会員増強委員会（鈴木 豊委員長） 

9 月にフォーラムを開催し、その時に 2名の推薦を

いただき、理事会も通り、本人より 1月から入会させていただきたいとのこ

とです。まだ 8名の増強をしないと目標達成が出来ませんので、ご協力よろ

しくお願い致します。 

ロータリー情報委員会（皆葉瑞男委員長）2 月か 3 月に委員会で相談をし、ロータリーミニレッ

スンを予定しております。新会員にも情報を流したいと思ってます。 

ＣＩＣＯ委員会（青木正弘委員長）会長・幹事にインターネットから取り出した情報を渡してま

す。後期には、パソコンの勉強会をしたいと思ってます。 

クラブ奉仕 2（大串 卓委員長）クラブ奉仕 2 の各委員会はクラブ運営の原点

であります。クラブ活動が活発で、魅力ありクラブ運営をしていけるよう各委

員長さんに頑張っていただてます。 

広報委員会（大串 卓委員長）クラブの活動状況を地域の方々にＰＲしてクラ

ブへの理解を得るために活動してます。今年度は地区において広報コンクール

を実施しております。これは、クラブの活動が新聞にどれくらい出たか、前半は「ツウンバへ学

生派遣」が掲載されました。これからも活発に広報活動をしたいと思います。 

出席委員会（古谷榮一委員長）前期 100％出席が 5 回しかありませんでした。メークをして出席

率をアップして欲しいと思います。 

会報委員会（山崎善市委員長）前半は継続的な記録の保存にふさわしい形の週報を求めて参りま

した。後半もより良い週報の為にご意見等いただければ幸いです。尚、発言内容を「原稿乃至は

メモ」で提出して戴く点に就きましては、引き続きご協力を宜しく！ 

親睦委員会（染谷秀雄委員長）毎回例会時にビジター紹介、毎月の誕生祝いをさせていただいて

おります。前半に 8 割の事業を消化しており、予算も計画通りに進んでおります。後半は残り 2

割の観劇会等の企画を立てて生きたいと思います。 

雑誌委員会（白井 豊委員長）前半に 6 回雑誌を見ていただいたと思います。後半は前半で出来

なかった委員で順番に記事の紹介をしたいと思います。図書館等の施設への雑誌の寄贈も続けて

いきたいと考えております。また、積極的に雑誌の方へ投稿もお願いしたいと思います。 

職業奉仕委員会（皆葉卓郎委員長）前半は何もありませんでした。後半は、職場見学で、坂手に



ある郵便配送センターを見学させていただこうかと計画を立てております。 

人間尊重委員会（松崎隆詞委員長）ダメ・ゼッタイ運動を 3 月に行いたいと思

っております。 

新世代奉仕委員会（染谷正昭委員長）ライラ・セミナー後協力いただきまして、

ありがとうございました。 

国際奉仕委員会（五木田利明委員長）8 月に学生の派遣が出来ました。11 月よりは受け入れの準

備をし、2名の受け入れが決まりました。2月のメンバーの来日はキャンセルになりました。また、

6月には国際大会に向けてメンバーの派遣が出来るかどうか。ご協力お願いいたします。 

ロータリー財団委員会（瀬戸隆海委員長）ＷＣＳ用のワンコイン募金も現在 16 万円くらいになっ

ております。20 万円くらいになればと思っております。また、財団の寄付は 178 万円となりまし

た。ご協力ありがとうございました。 

米山記念奨学会（熊谷 昇副委員長）皆様のご協力により功労クラブとして表彰されることにな

りまた。ありがとうございました。米山奨学生の劉さんには、10 月に卓話をしていただき、また

40 周年には友人と出席してくれるとのことです。 

プログラム委員会（角田雅宣委員長）後半は、外部卓話等も含めてもっと楽しい例

会作りということで、努力をしていきたいと考えております。ご協力お願いいたし

ます。 

 

出席報告 （古谷栄一委員長） 

会員総数 出席者数 欠席者数 賜 暇 メーク 

５４名 ３６名 １８名 ３名 ５名 

出席率 ８０．３９％ 

ニコニコボックス （武藤康之委員長） 

欠席が多くてすいません。 田上会員 

忘年会欠席しました。 佐藤会員 

この半年間どうも有り難うございました。 

後半もよろしくお願いします。 田中会員 

前期皆様のご協力に感謝いたします。皆様によ

い年が来ることを願います。 松村会員 

本年もお世話になりました。やっと 2人の学生

が決まりました。ホストファミリーの方よろし

く！               五木田会員 

一年間お世話になりました。 染谷（昭）・ 

鈴木（豊）・草間・島田・青木（正） 各会員 

広報委員会お世話になりました。 大串会員 

前期の出席にご協力いただきありがとうござ

いました。                     古谷会員 

忘年会ご苦労様でした。また、会員の皆様よい

お年をお迎えください。         熊谷会員 

先日の親睦ゴルフ大会で優勝させていただき

有難うございました。      染谷（正）会員 

忘年会出席ありがとうございました。  

染谷（秀）会員 

忘年会に水海道ゴルフクラブご利用いただき

ありがとうございました。      角田会員 

忘年会の写真頂きました。青木（全）・田中・

青木（正）・草間・鈴木（邦）・大塚・松崎・ 

皆葉（卓）・島田・海老原・鯉沼 各会員 

入金計 ￥５４,０００  累 計 ￥1,０６２,０００ 
会報委員会   委員長  山崎善市   副委員長  竹村菊雄   委員  砂長  治 


