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例会報告 No.1909 8 月 28 日（水）晴れ  （司会  角田雅宣委員長） 

 

  ＊夏季交換学生帰国報告 

           

 

              誕生祝  お誕生日おめでとうございます。 

ビジター紹介

ガ

京坂源兵衛殿 
S.M さんと保護者殿(夏季交換学生) 

) 

   

  本例会でのおもな事項 

＊7 月・8 月誕生祝 

＊会長挨拶       ＊ポリオ撲滅キャンペーン 

 

ガバナー補佐  

G.S さんと保護者殿(夏季交換学生

O.Y さんと保護者殿(夏季交換学生) 

8月誕生祝 松坂会員 7月誕生祝 石塚会員
諸報告 

親睦委員会 (染谷秀雄委員長) 

8月 20日納涼会 64名の参加をいただきありがとうございました。 
社会奉仕委員会 (齋藤広巳委員長)  

します。 「ダメ・ゼッタイ運動」の募金お願い

ガバナー事務所 (松坂興一地区幹事)  
8月31日をもってガバナー事務所閉所の運びとなりました。6月末で年度は終了致しましたが、年次報告

理として残っておりました。大過なくガバナー事務所の運営

協力の賜と深く感謝申し上げるところでございます。 
書と 5 年に一度の地区年鑑作成等が残務整
が出来ましたことは、皆様方の献身的なご

2年間大変お世話になりました。 
CICO委員会  
9月の地区行事予定 
9月 8日(日) 米山奨学会委員会研究会  於:水戸市民会館会議室 

 於:ホテルマロウド筑波 
幹事） 

後 6時 30分より 松泉閣 
C 9月 4日(水) 午後 12時 30分より 石岡プラザホテル  

0分より センチュリープラザ石岡 
 

 

会長挨拶  （田中正躬会長

し上げます。

人の夏季交換学生の皆さん、元気にお帰りになり真にご苦労様でした。後程土産話を聞かせて

睦納涼会に参加させてもらいました。親睦委員会の皆さんに

は

9月 21日(土) 職業奉仕研究会 
幹事報告 （松村仁寿

週報受理   守谷ＲＣ、水戸西ＲＣ、水戸さくらＲＣ、石岡ＲＣ 
例会変更通知受理   ・龍ヶ崎中央 RC 8月 29日(木) 午

・石岡 R
9月 25日(水) 午後 6時 3

ローターアクトクラブより 9月 8日（日） 午前 8時 30分より 筑波山の清掃登山の案内

） 

ガバナー補佐の京坂さんようこそお見えになりました。会員一同心よりご歓迎申

四

いただきます。8月 20 日には家族親

大変お世話になり有り難う御座いました。 



 8 月 24 日には土浦市のホテルマロウドにて第一回の会長・幹事会がありました。要点は会員増

強とポリオ撲滅ということになります。会員増強については、各クラブ純増 5 名を目標にしてほ

しい、退会防止に努めてほしい、ということでした。ポリオ撲滅については、本日の例会をポリ

だきました。宜しくお願い申し上げます。この他、ガバナー事務所を引き続き借用す

オ撲滅キャンペーン例会とさせていただき、北村 PG、京坂 AG よりご指導いただくことになって

います。 

 8 月 7 日に行われた理事会の決定事項について 2,3 ご報告いたします。先ず、40 周年記念事業

実行委員会について、青木全弘パスト会長を実行委員長として、各委員長をパスト会長から選任

させていた

る件、会報などパソコン印刷に使うプリンター購入の件が承認されました。 

 40 周年記念事業実行委員会 

実行委員長  青木全弘会員  副委員長  長塚 暁会員 

総務委員長  皆葉瑞男会員  記念誌発行委員長 鈴木邦彦会員 

 

夏季交換学生帰国報告 

  

2 週間とても楽しく過ごせました。戸惑

になりました。 

とうございました。 

 

山崎進朗会員より・・・・8月 5～6 学生さんたちはみんな元気

でした。等々報告がありました。 

ティム ディビス ツウンバRC会長より

祝賀会委員長  小島富雄会員  記念品選定委員長 飯塚三夫会員 

記念講演委員長 草間春正会員 

いもありましたが、良い経験

ありが

 

日とツウンバにいってきました。

 

今回二週間にわたり我々と共に過ごした素晴らしい子供達に託された我々の心にこもった贈り

事について大変喜ばしく存じております。 

遣できる様計画を進めています。 

中ではこの記念

いまして、記念行

 

物とお手紙どうもありがとうございました。当方としては過去 15 年もの間ツウンバと水海道との

交換学生のプログラムが継続出来た

当方としては 2003 年 1 月に学生を日本に派

サオリ、マキコ、ユウシ、レイの皆様は素晴らしいゲストでした。また彼らが我々の提供したプ

ログラムで楽しんでいただけたものと考えております。我々は今回の貴クラブ 40 周年の記念に際

し水海道 RC および会員の皆様に対し心よりお祝い申し上げます。我がメンバーの

の年を皆様と共に祝いたく水海道訪問の可能性を考えている者もおります。従

事等についての詳細をご連絡いただければ幸いです。来年ブリスベーンで 6 月に開催予定の国際

大会にて何人かの皆様とお目にかかれるのを楽しみにしておりますと同時にそのとき出来れば皆

様がツウンバにホームステイしていただければと併せて考えております。 

 

ポリオ撲滅キャンペーン 

北村直前ガバナーより 

ポリオ撲滅のために、一人当たり 150 ドルの寄付を宜しくお願いします。 



京坂ガバナー補佐より 

だまだ暑い日が続いております。皆様にはお元気でなによりです。

さんのガバナー公式訪問には、ガバナー共々大歓迎を賜り有難うござい

ま も申し上げました

ンペーンのキャラバンに北村直前ガバナーさんの応援を得て参りました。  

 水海道 RC の皆様今日は。ま

過日 7 月 17 日水海道 RC

した。緊張の中にも気楽にできましたことに感謝申し上げます。本日は前に

様にポリオ撲滅募金キャ

国際ロータリーが地球上からポリオ(小児マヒ)を 2005 年までに撲滅しようとする壮大な計画が

国連と約束があり、本年 6 月バルセロナ大会での宣言を得て、正式に募金活動が始まりました。

RI では本年度 8000 万ドルの募金を集めることとなりまして、各クラブにご協力をいただくこと

となりました。RI ではこれを実施するにあたり、地区ポリオ撲滅募金委員会を作り、ガバナーを

中心として、それを支えるガバナー補佐をエリア・コーディネーターとし、また各クラブのポリ

オ撲滅募金委員会の設置をしてその委員長さんを中心に進めていくようなわけです。 

日本では 8000 万ドルのうち 2割を目標としており、日本のロータリアン数で割りますと一人当た

り 150 ドルということになるわけです。 

情勢厳しい中で大変なことと思いますが、法人・個人(PHF の対象となります)の寄付をよろしく

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 ４０名 １１名 ３名 ４名 

出席率 ８６．２７％ 

ニコニコボックス )

お世話になりました。岡部遊志殿 

・角田 各会員 

られました。 武藤会員 

 

致します。 

染谷(正)会員 

。

世話になりました。    松

お

き折 バーの皆様ご の程  

青木(清)会員 

休みが続きました。 石塚会員 

納涼会ご苦労様でした。ツウンバ交換学生さん

納涼会楽しませて頂きました。

築工事 3 社

 

した。

,０００ 

 

 (武藤康之委員長  

褒められました。 渡辺

叱

誕生祝の御礼 石塚・松坂・笠原 各会員

ダメ・ゼッタイ募金よろしくお願い

斉藤会員 

娘がお世話になりました。 

ツウンバにて森泉さんがお世話になりました

ガバナー事務所を閉所いたします。いろいろお

坂会員 

一年交換学生ドーニャの結婚式に出席して

ります。      田上・瀬戸 各会員 

 

ディズニーシー参加ありがとうございま

残暑厳し 、メン 自愛

無事帰国ご苦労様です。    熊谷会員 

 小島会員 

茨城職業能力開発促進センター新

JV 受注しました。     染谷(昭)会員 

納涼会無事終わりました。ありがとうございま

した。           染谷(秀)会員

納涼会欠席残念でした。皆葉(卓)・山田各会員 

納涼会ではお世話になりました。  

長塚・飯塚・島田・松村・石塚 各会員 

納涼会親睦委員会ご苦労様でした。 

ツウンバの報告をします。 山崎(進)会員 青木(正)会員 

入金計 ￥８９,０００  累 計 ￥５４８
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 

 


