
ＲＩ第 2820地区 

 
 
 
 
 

 

2002～2003年度               (東京ディズニー シー) 
RI会長 ビチャイ・ラタクル 
 

NO. 1 9 0 9   例会 2002 年 8 月 28 日(水)    次回 9 月 4 日(水) 

 

 

本日のプログラム 
 
点  鐘         幹事報告 

ロータリーソング        会長挨拶 

ビジター紹介      委員会事業計画発表 

出席報告      ポリオ撲滅キャンペーン 

SAA 報告             ≪次週予告≫ 

諸報告               外部卓話 

 

 

2002～2003 年度  会長 田中 正躬    幹事 松村 仁寿 

≪例 会 場 ・ 例 会 日≫ 

〒303-0023 茨城県水海道市宝町 2790 常陽銀行水海道支店内 3F  

毎週 水曜日 12:30～13:30  ☎ 0297-22-1251 



例会報告 No.1907 8 月 7 日（水）晴れ  （司会  角田雅宣委員長） 

 

  本例会でのおもな事項 

＊8 月誕生祝      ＊クラブ奉仕研究会報告 

＊会長挨拶                     （雑誌委員会・ロータリー情報委員会） 

＊委員会事業計画発表 

 

 
誕生祝  お誕生日おめでとうございます。 

 
☆ 会 員 
 飯塚三夫会員  荒井茂雄会員 
 北村陽太郎会員 
☆ 配偶者 
 竹村会員夫人  田上会員夫人 
福田会員夫人  
 

左から  北村 ・ 飯塚 ・ 荒井  各会員 
諸報告 

・ 親睦委員会 (染谷秀雄委員長) 

8月 20日（火） 納涼会について    
服装は自由です。 
場  所  東京ディズニー シー 
集合時間 12：30 白井石油本社前 
出発時間 12：45 
懇親会  18：00～ 於：ホテルミラコスタ 

 

・ 社会奉仕委員会 （斉藤広巳委員長） 
 8月1日（木）に行われました社会福祉協議会に
出席してきました。議題として、社会福祉活動計

画基本理念と基本計画の柱とその課題について

でした。 
基本理念は「誰もが安心して暮らせる福祉のまち

づくり」です。 
次回は 10月に行われる予定です。

・プログラム委員会（角田雅宣委員長） 
9月の予定 9月 4日（水）外部卓話（三井住友海上火災保険 山口氏） 

9月 11日（水）新世代奉仕フォーラム 
9月 18日（水）外部卓話（石川じゅん氏） 
9月 25日（水）会員卓話（クラブ創立 40周年記念） 

幹事報告 （松村仁寿幹事） 
8月 21日（水）は 8月 20日（火）に振り替えです。納涼会のため（東京ディズニー シー） 
週報受理   北茨城ＲＣ、石岡 87ＲＣ、土浦ＲＣ、石岡ＲＣ 
例会変更通知受理 
 土浦ＲＣ 8月 15日（木）休会 
 石岡ＲＣ 8月 14日（水）休会、 8月 28日（水） 午後 12時 30分～ サポーワン 
 守谷ＲＣ 8月 16日（金）休会、 8月 23日（金） 午後 4時～ 峰林荘、 

9月 6日（金） 午後 6時～ アサヒビール展望館 



会長挨拶  （田中正躬会長） 

8 月は会員増強及び拡大月間です。会員増強について、ＲＩ会長ビチャイ・ラタクル氏は次のように述
べられております。「会員増強は、健全で生産的なロータリーの将来に不可欠なものです。私達は新会員

をロータリーに勧誘するにあたって、ある程度の成功を収めてきましたが、2005 年までに 150 万人という
最終目標を達成するためには、現在の会員の退会防止に努めなければなりません。」会員増強に関する

ロータリーの全世界での探究は、2002～03 年度にも多少変更を加えた上で継続されます。組織全体の
目標は年間 1 クラブあたり 5 名の純増ですが、クラブ及び地区は夫々独自の目標を設定するよう要請さ
れています。当クラブでも、純増 5 名の目標を掲げておりますので、宜しくご協力お願いいたします。また
2002～03 年度は、退会防止とクラブの充実に重点を置くように要請されております。そのためクラブとし
ては、オリエンテーション、教育、指導、プログラム、また直ちに活発に全会員を奉仕活動等に参加させる

ことを通じて、会員の退会防止に焦点を絞るよう奨励されています。 
クラブ奉仕研究会出席報告 

雑誌委員会（白井 豊委員長） 

投稿してくれる原稿が少ないので増やしてほしい。会員増強のためにも友の

充実を考えている。 

ロータリーの友 8月号の紹介 

・ 横組み・・・P16「私の尊敬する先輩ロータリアン」、P25「RI 会長になった 

二人の日本人」 

・縦組み・・・「戦後日本の忘れ物」 

ロータリー情報委員会（皆葉瑞男委員長） 

名(H14 年 6 月 30 日現在) 

出席報告  （古谷栄一委員長） 

 数  欠 席 者 数 賜   暇 メ ー ク 

世界のクラブ数 30,149 クラブ、会員数 1,260,994

ロータリー情報の役割・・・全会員特に新会員がロータリーを十分理解し、ロ

ータリー会員の特典と責務を把握できるよう援助する事とあらゆるレベルの

ロータリーの歴史、綱領、活動に情報を提供し新会員のオリエンテーションを

監督する。(定款・細則より) 

会 員 総  出 席 者 数

５４名 ３８名 １６名 ２名 ５名 

出席率 ８２．６９％ 

  （鯉沼和義委員） 

村（陽）  各会員）

  

早退します。 瀬戸会員 
谷・田上・大貫各会員

（清）

（陽）

 計 ￥４５９,０００ 

 

ニコニコボックス

誕生祝の御礼    
 会員 名（飯塚・荒井北3  
 御夫人 名  （竹村・田上・福田  各会員）3  
今月もよろしくお願いします。 松村・島田各会員 
水海道市社協地域福祉活動計画策定委員会に

出席してまいりました。  斉藤会員 
先週の例会欠席致しましてすみません。 

佐藤・武藤 各会員 

褒められました。 鯉沼・古  
出席達成賞いただきました。  青木 ・100%

青木（正）・秋田・飯塚・小島・北村（仁）・北村 ・

熊谷・五木田・鯉沼・島田・白井・隅屋・角田・ 
鈴木（邦）・鈴木（豊）・染谷（正）・田中・古谷・松村・

渡辺・福田・武藤 各会員 
公式訪問写真代  名34
入金計 ￥１０９,０００  累



親睦委員会活動 (納涼会) 
8月 20日（火） 晴れ  東京ディズニー シー 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
親親睦委員さん大変ご苦労様でした。 
 

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 


