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例会報告  ＶＯＬ．５１ Ｎｏ．２（Ｎｏ．2364） ７月１０日（水）晴れ（司会 古矢 満副委員長） 

 本例会での主な事項 

 ◎会長挨拶    ◎２０１３－２０１４年度 事業計画発表 

 

 

ビ ジ タ ー 

 米山奨学生  徐 佳鋭さん 

 

誕 生 祝 

                

≪会員≫鈴木邦彦会員  北村 仁会員                  奨学金の授与 

 

 

幹 事 報 告  染谷秀雄幹事 

 週報受理クラブ 竜ヶ崎ＲＣ 

 例会変更通知 竜ヶ崎ＲＣ ７月２３日（火） 午後６時３０分より 松泉閣 

           ８月１３日（火） 休会 

   牛久ＲＣ  ７月２９日（月） 午後７時より 金太郎鮨 

     ８月１２日（月） 休会 

理事・役員会報告 

１． 指名委員会確認・・・・秋田政夫会員、田上秀雄会員、白井 豊会員、大塚令昌会員、青木正弘会員 

              熊谷 昇会員、武藤康之会員 

２． 監査委員確認・・・・・田上秀雄会員  白井 豊会員 

３． 米山カウンセラー確認・・・・横山 修会員 

４． 夏期交換学生派遣・・・・８月９日・１０日より１０日間 

５． 納涼会・・・・８月２４日（土） 横浜 ディナークルーズ（詳細は後日） 

６． 休会・・・・８月１４日（水） 定款第６条第１節により 

・・・・承認されました・・・・ 

 

会 長 挨 拶  熊谷 昇会長 

ご挨拶申し上げます。米山奨学生の徐 佳鋭さん、ようこそいらっしゃいました。会

員一同ご歓迎申し上げます。本当に暑い日が続いています。 

例年より半月も早く梅雨明けし、猛暑もかさなって全国的に熱中症で緊急搬送さ

れる人が後を絶ちません。大変蒸し暑い熱帯夜で、眠れない日が続いてはいな

いでしょうか？ 

総務省消防庁によると、昨年の７月～９月に熱中症で搬送された約４万４千人の４

５パーセントが高齢者だったそうです。熱中症予防に取り組むグループ「教えて！

「隠れ脱水委員会」では高齢者の「自分は大丈夫」という意識に落とし穴があると
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指摘しています。が、熱中症は高齢者のみがなるわけではありません。日ごろからの予防が大切だということ

です。熱中症予防のポイントは、油断せずのどが渇いていなくても塩分と十分な水分補給をとることだそうで

す。夏のゴルフやお祭りなど屋外でのイベントの際には十分注意をしましょう。ご自愛ください。 

さて、２０１３-１４年度も少しずつ活動が本格化してまいりました。第２８２０地区主催の各委員会のセミナー、

研修会が７月１３日の新世代奉仕委員会改め青少年奉仕委員会の研修会を皮切りに、１５日ロータリー財団、

２０日に社会奉仕・職業奉仕合同研究会・２１日米山委員会セミナー、そして８月４日に国際奉仕委員会、１０

日にクラブ奉仕研究会と予定されています。各委員長さんには何かとお忙しい中、研修会への参加をお願

いしております。よろしくお願いいたします。 

また、新聞報道等でご存知かとおもいますが、７月６日につくばみらい市で開催された土地区画整理事業完

了記念イベント「ようこそ！つくばみらいへ」に参加してきました。約２０００名の市民による２０１３メートルの日

本一のテープカットで新しい街づくりを祝いました。式典には橋本知事をはじめ、国政・県政の議員さんも列

席しておりました。当クラブも片庭市長より５０周年記念事業の寄付に対し、感謝状をいただいてまいりました。

秋田会員・山野井会員もご苦労様でした。 

本日は各委員会の事業計画の発表ございます。よろしくお願いいたします 

挨拶を終わります。 

 

２０１３－２０１４年度 事業計画 

会員組織委員会  武藤康之委員長 

会員組織委員会は、会員増強、職業分類、広報、会員選考、Ｒ情報の５委員会で

構成されています。各委員会相互の連携を密に行ない、魅力あるクラブ運営に努

めます。 

本年度の目標として、 

１． 会員の増強と退会防止 

２． 地域社会へのＰＲの強化とロータリーへの理解を深める取り組みを行なう。 

３． 各委員会とのコミュニケーションをとりながら、支援に努める。 

以上を掲げ、会長を補佐する立場から円滑なクラブ雲影のため、一致協力し各プログラムの推進に努力する

所存です。 

 

会員増強委員会  鈴木邦彦委員長 

ロータリーの奉仕の理想を実践するには、会員基盤の充実が最重要課題と認識し、

会員の勧誘・維持に努める。 

１． クラブ会長提唱の純増１名。会員数５５名を最低限とする増強を会員一同の協

力により達成したい。 

２． 各委員会と強調し、ロータリー情報の継続的提供と会員相互の親密な交わりを

糧とした魅力あるクラブ形成に努め、会員の退会防止の一助としたい。 

 

 

広報委員会  中川莞爾委員長 

当委員会は、広くロータリークラブの理解・認識を伝達することが目的であると思

いますので、次の事を重点目標に広報活動を勧めようと思います。 

１． 地域社会にＰＲ出来るよう、広報誌を通じ広く一般の人々にロータリー活動に

ついて理解して頂けるよう努めたいと思います。 

２． クラブにて、雑誌委員会、社会奉仕委員会、ロータリー情報委員会等の委員

会と密に連絡し、クラブ会報誌、ガバナー月信、ロータリーの友等に情報を提

供し合い、広報活動を展開してまいりたいと思います。 
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会員選考委員会  草間春正委員長 

当委員会は、推薦された新人会員候補者を選考する事であり会員増強及び職業分

類委員会と連携し、新会員の増強に努めたいと思っております。 

選考については次の点に留意します。 

１． 例会に常に出席出来るか 

２． 会員候補として人格、見識、社会的評判はどうか 

３． 奉仕の精神を理解し、活動に参加する事が出来るか 

４． 会員として財政的義務を果たせるか 

上記の条件に適合する若い世代の新会員の増強を期待しております。 

 

クラブ管理運営委員会  秋田政夫委員長 

本年度の２８２０地区協議会における当委員会に対する重点事項は「退会防止」で

あり、それを支える「組織の充実、魅力あるクラブづくり」を提唱しています。また、

本年度、熊谷会長の当委員会へのメッセージは「構成委員会の効果的な運営活

動と年次目標の達成へのサポート」です。 

７つの委員会構成から成るクラブ管理運営委員会は、非常に重要な連携を要し、

またクラブの基本であり、魅力的なクラブづくりの礎となる委員会でもあります。そ

れぞれの委員会目標が効果的に達成されることが魅力的なクラブになるはずで

す。 

毎回楽しい例会の場の設営とプログラムづくりによって出席が増し、豊なコミュニケーションが生まれ、親睦活

動へと進展し、また、常にロータリーの情報を全員が共有し合い、奉仕活動の好況イメージアップを図ること

が魅力的なクラブすなわち「退会防止」の一助になるのではないかと思います。 

本年度は、創立５０周年を達成した後、これからの５０年のスタートの年度でもありますが、事業予算が前年度

比一割超の減額予算となりました。新たな発想をもって各委員会が効果的に目標達成できるよう情報収集と

提供、並びに連絡調整に努めてまいります。 

また、本年度は、副会長職を務めることになりました。会長のクラブ運営方針の下、その責務を果たして行き

たいと思っています。会員組織委員会、四代奉仕委員会のさらなるご協力をよろしくお願い申し上げます。 

 

出席委員会  石井康弘委員長 

出席委員会では、「例会出席」を前提に、無断欠席を無くし、お弁当の無駄も無く

すと共に、ロータリアンとして、各委員会・奉仕活動に積極的に参加して頂くことを

目指し、以下の内容を活動・実践してまいります。 

１． 出欠の確認～当日欠席連絡時間の徹底（午前８時４５分まで）、事前の確認 

２． 欠席通知のＦＡＸまたは連絡先（メール等）の一本化 

３． 各事業への積極的な参加呼びかけ 

 

 

 

親睦活動委員会  雨谷道夫委員長 

１． 例会においてお客様のご紹介 

２． 例会において会員とご夫人の誕生お祝いの御披露 

３． 納涼会の実施（８月） 

４． 親睦忘年会の実施（１２月） 

５． 新年会の実施（１月） 

６． 観劇会の実施（３月） 
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７． 親睦ゴルフ大会の実施（５月） 

ご家族を含めた会員同士の親睦を深めることを目的とし、皆さんが楽しめて喜んで頂けるような企画を実施し

たいと思います。 

会員の皆様のご協力を宜しくお願い致します。 

 

ＳＡＡ委員会  倉持功典委員長 

例会場の気品と風紀を守ることはもちろんですが、ロータリーの基本活動でありま

す例会が、リラックスした親睦ムードの中で進められるよう配慮して行きます。 

また、クラブ奉仕活動資金確保のため、目標額の達成を目指します。会員の皆様

方には是非、例会を和ますニコニコボックスのご協力をお願いいたします。 

 

 

 

 

 

ＩＴ委員会  瀬戸隆海委員長 

ホームページ更新のお手伝いが出来ればと考えております。また、他地区やクラ

ブのホームページを検索して色々な情報を提供したいと思います。 

ＩＴを活用した卓話を、来年の１月か２月に計画しています。 

 

 

 

 

 

 

職業奉仕委員会  斎藤広巳委員長 

職業奉仕とは、あらゆる職業に携わる中で、奉仕の理想を生かしていくことを、育

成・支援する方法であるとあります。したがって、委員会として責務は、クラブ内に

於いてそれぞれの職業でより良い社会貢献を目指すために、職業上の道徳的水

準を高める活動をすることと考えます。 

１． 第２週例会での「四つのテスト」斉唱 

２． 職業奉仕月間の卓話 

３． 職場見学の実施 

４．  

 

出 席 報 告   高須 薫副委員長 

会員総数 出席者数 欠席者数 賜   暇 メーク 出席率 

５４名 ３９名 １５名 ０名 ０名 ７２．２２％ 

 

ニコニコボックス  倉持功典委員長        入金計 ￥63,000    累計 ￥181,000  

誕生祝御礼≪会員≫五木田（利）・北村（仁）・鈴木（邦）  各会員  

大変暑い日が続きますが、熱中症などご注意下さい。  熊谷会員 

暑い日が続きますが、体調に気をつけて。   染谷（秀）会員 

本年も宜しくお願い致します。ＡＲＲＦＣ再任されました。   北村（仁）会員 
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つくばみらい市のお祝い、会長表彰ご苦労様でした。  山野井会員 

皆さん、報われる努力と報われない努力があります。運・不運は心の持ちようです。  青木（正）会員 

今年度ＳＡＡ委員務めさせて頂きます。宜しくお願いします。  木幡会員 

毎日猛暑続きですが、皆様お体ご自愛ください。  石井会員 

熊谷年度門出を祝して！！  鈴木（邦）会員 

会長・幹事、一年間宜しくお願いします。   鈴木（茂）会員 

遅くなりましたが、熊谷会長、染谷幹事一年間宜しくお願いします。   五木田（益）会員 

熊谷会長、染谷幹事本年度宜しくお願いします。   松崎会員 

早退します。   田上・染谷（昭）   各会員 

休みました。熊谷・染谷年度、良い年度になりますように。  斎藤会員 

例会欠席しました。  高須会員 

 

会報委員会   五木田利明委員長   青木清人副委員長 

 

色使いや楔穴が削除されているなど、いろいろな間違いがあります。ロータリーの徽章は世界各地でクラブと

その会員を表す唯一の標章です。ロータリークラブの例会場所の目印となったり、クラブや地区によって提唱

されたプロジェクトであることを証明したり、クラブや地区のウェブサイトや出版物につけたりするものです。 

 公共イメージにおいて重要な役割を担う徽章は、常に正確でなければなりません。指針には、歯車の一部

を切り取ったり、変形したり、回転させてはならないとあります。色は、ロータリーの公式色であるロイヤルブル

ーと金色を用います。また、「ROTARY INTERNATIONAL」という語を削除したり、ほかの語と入れ替えた

りすること、あるいは楔穴を削除したり塗りつぶしたりすることも許されません。 

 「ロータリー」という名称を正しく用いることも重要です。「ロータリー」の名称が単独で使用される場合、これ

は国際ロータリーを示すものとされます。明確にわかるように、プロジェクトの名称、ウェブサイトのドメイン名

には必ず提唱クラブ、地区、そのほかのロータリー組織の名称を用いるようにします。「ロータ」という接頭語

の使用を含め、「ロータリー」という語のいかなる改造も認められていません。 

 名称と徽章を正しく使用できるよう、国際ロータリーではロータリアンのための資料を用意しています。方針

とデザインの指針を説明した「ＲＩ視覚的イメージのための手引き」ならびにロータリーのロゴを無料でダウンロ

ードして、利用できます（ＲＩのウェブサイトwww.rotary.orgから、会員→クラブの運営→広報→資料ライブラ

リー）。なお、この手引き（574）は 4ドルで、ロータリーの徽章とＲＩおよびロータリー財団プログラムのロゴが収

められているロータリーロゴのＣＤ（234）は 5 ドルで購入できます。 

 

ロータリーの徽章の正しい使い方 

 

＊『ロータリーの友』2010年 1月号横組みＰ18から 


