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前回の例会報告

第64期 事業報告
職業奉仕委員会
菊池 泰正 職業奉仕委員長
事業計画に対する実績
（１）2022 年 5 月 14 〜 15 日会員 13
名含む 15 名が参加し、静岡県
駿東郡 ( すんとうぐん ) にある
米山梅吉記念館へ職場訪問し、
修善寺温泉に宿泊。
（２）2022 年 6 月 25 日土浦健康まつりで、会員 4
名の協力による医療相談を実施予定。
委員長総括
今期はコロナウィルス変異種の猛威から例会の中
止などもありましたが、5 月には米山梅吉記念館
を職場訪問するなど、今期事業は計画していた 3
つのうち 2 つは実施もしくは実施予定です。
1 年間、会長、幹事をはじめ諸先輩方からありが
たいご助言を頂き、心から感謝を申し上げまして
委員長総括とさせていただきます。
１年間ありがとうございました。
出席委員会
代読 沼田 真一 出席副委員長
事業計画に対する実績
１ .
緊急事態宣言の発令等もあ
り積極的な声がけを行い出席率
の向上に寄与する動きができて
いないため後期の課題としたい
との中間報告を行いましたが、
現在の情勢下においては積極的に声を掛ける
ことを控えるべきであるとのご意見を参考と
させていただき、
「積極的」な活動を全く行わ
ない一年としてしまいました。しかしながら
現在のような情勢下にしてはそこそこの出席
率を保持できたのではないかと考えます。
２ .
ZOOM の環境は中島幹事のご尽力により
前期のうちに整備済みとなりました。音声に
ついてもハウリングの防止策等が見えました
の で（例 会 場 に い る 場 合 は ス マ ホ な ど で
ZOOM へのアクセスを控える等）現在市販さ
れている機材による整備はほぼ完了したと思
います。
委員長総括
前期は緊急事態宣言明けよりお弁当お持ち帰りス
タイルでの例会の再開がなされたが、出席率はほ

ぼほぼ５０％台であった。その後ランチ提供スタ
イルの再開と共に７０％台が記録されるように
なった。後期はまん延防止等重点措置が発令され
たが、昼の例会はアルコールの提供もないとのこ
とで期間満了前に例会が再開され、会員の皆様の
例会への参加意欲の強さと、会場であるローブへ
のお気遣いまで感じるありがたい年となりました。
次年度からは「出席率」の報告義務もなくなると
のことですが、大勢の会員の皆様と同じ会場にて
会食をさせていただく、ごくごく普通の例会の環
境が戻ってくることを祈願するのみです。
社会奉仕委員会
原田 博夫 社会奉仕委員長
事業計画に対する実績
環境保全
RI2820 地区全体で行う「茨城海
岸美化プロジェクト」は、コロナ禍
のため 2 度順延されたものの、2021
年 11 月 3 日（水）に実施され、当
クラブは総数 35 名で平井海岸を分担した。J:COM
「土浦ケーブルテレビ」の取材・放映も受け、充実
した有意義な活動だった。
ロータリー財団地区補助金の活用
サイクリストのベースとしての認知度を高めて
いる土浦市の活動を支援すべく、特徴のある自転
車 3 台（電動アシスト型 2 台、待機型＜リカンベ
ント＞1 台）を財団地区補助金も加えて、土浦市
に寄贈した。贈呈式は、2022 年 3 月 30 日（水）
に実施。併せて、サイクリスト用のりんりん道路
の整備と、「かすみがうらマラソン兼国際ブライン
ドマラソン大会」のウォーキングコースの整備を
兼ねて、大会の 1 週間前（2022 年 4 月 10 日（日）
）、
清掃活動を実施した。
恒例の活動
霞ヶ浦マラソン大会助成金、児童養護施設「道
心園」事業参加協力金、清掃活動等の費用、地元
友好奉仕団体への拠出金などは、予定通り実施で
きた。
委員長総括
コロナ禍のためここ 2 年ほど（2020 年、21 年）は、
恒例の活動も円滑には実施できなかったが、2021
年後半からは何とか再開できるようになった。と
りわけ、土浦市への財団地区補助金を活用した自

転車 3 台の寄贈、および、りんりん道路と兼用し
ている「かすみがうらマラソン」ウォーキングコー
スの清掃・整備は、当クラブならではの貢献だと
考えている。
こうした地元に固有かつ密着した活動は、今後
も継続的に取り組むべきだと考えている。
ロータリー財団委員会
山本 和男 ロータリー財団委員長
事業計画に対する実績
１）11 月ロータリー財団月間で例
会を担当。
11 月 11 日（11 月第 2 回例会）
に地区ロータリー財団委員の佐
川真治様（水戸東 R.C）に出前
卓話をしていただきました。
２）財団への寄付。
例会場入口に寄付金コーナーを設け、クラブ会員
に寄付金をお願いしました。
本年度寄付総額
8,140 ドル
３）地区補助金申請の支援協力。
社会奉仕委員会の事業に対して、198,000 円の
地区補助金が支給された。
４）ポリオ撲滅のための募金・ＰＲ活動は出来な
かった。
鶴 田年度財団寄付実績
種別

寄付者

小計

合計

5,090
年次寄付

クラブ寄付
小

1,000

計

6,090
1,050

ポリオ寄付

恒久基金

小

計

ベネファクター
小

計

寄付総額（合計）

1,050
1,000
1,000

寄付金の現況は下記の通りです。
( 事務局より本部へ送金した資料を参照 )
普通特別寄附 (A)
1,220,000
法人特別寄附 (B)
210,000
普通寄附 ( 上期 @2.500 ×54 名 )
135,000
普通寄附 ( 下期 @2.500 ×54 名 )
135,000
クラブ寄附
300,000
寄附合計
2,000,000
目標額
2,380,000
SAA 委員会
鈴木 敏之 SAA 委員長
事業計画に対する実績
土浦 RC の伝統と格式を保ち、和
やかな中にも厳かで緊張感のある例
会運営を行うため、５つの事業計画
を立て実行いたしました。今期、新
たに行った事は①「私の好きなメロ
ディー」として毎回会員の皆さんに持ち回りで選
んでいただいた曲を例会前に流して楽しんでいた
だきました。②オリジナル フレーム切手を作成
し、ニコニコボックス寄付のお礼として差し上げ
ました。
委員長総括
会員の皆様のご協力により土浦 RC の伝統と格式
を重んじた例会運営を行うことができました。新
型コロナウィルスのため例会が休会となった影響
もあり、ニコニコボックスの目標額 250 万円には
達しませんでしたが、皆様より 200 万円を超える
多額の寄付をいただき感謝いたしております。「私
の好きなメロディー」
「オリジナルフレーム切手」
は新たな試みでしたが、概ね好評であったため次
期につなげていただければと思います。

8,140

会計委員会
清水
ロータリー米山奨学委員会
廣瀬 昭雄 ロータリー米山奨学委員長
昨年度、今年度と 2 年間に渡り当ク
ラブでお世話した米山奨 学生 ゴン・
イン・テインさん ( 中国・湖南省 ) は、
茨城大 学農学部博士課程を無事卒
業し、今年 3 月下旬本国へ帰国し
ました。2 年間カウンセラーを担当
された廣瀬正さんご苦労様でし た。また毎月の例
会に出席し皆様と交流を深め、帰国前の 3 月 10
日第 2 例会では、パワー・ポイントにて 2 年間の
クラブ活 動について詳細に報告されました。

勉

会計委員長

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。
２．四半期毎に収支実績を作成し、
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且つ厳正に管理
した。
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ミニ卓話 「土浦ロータリー永年奉仕活動を振り返って」

小網

祐司 会員

私は今年 3 月で満 85 才に成りましたので、これからはロータリアンではなく、
一般社会人として、ロータリー活動に参加させて頂く事になろうかと思います、
そして、活動内容はクラブからの指導やアドバイスに従ってと言う事になるかと
思います。
私は 1979 年 1 月に、土浦 RC への入会が認められました , 同期には沼尻さん ,
平さん , 梶間さんとの 4 名で、いずれも青年会議所理事長を経験し、土浦 RC 入
会後、会長として活躍されております。
さて、これからの話は、当時、親しくしている仲間達がより一層親睦を深めて
いったお話です。
当時 10 人近い仲間で、よく吉田正雄さん宅に集まっておりまして、ある時、吉田さんの会社に「笛
吹きの名手」がいることが分かりまして、彼に指導をお願いして、7 月に開催される「土浦祗園祭」に
何とかして参加しようと、お囃子の猛練習を始めたのです、これが中々の出来でして、大変調子が良く、
その内、梶間さんが踊り出す程でした、これは結構いい線をいっていると、既に、皆、祭りに参加して
いる気分にも成っておりました。
ところが、祭りが近ずいて来たある日、祭りを仕切っている方から呼び出しを受けて、行ってみます
と「祭りは神事であり、お囃子が出来るからと言って、勝手に参加する事はできません」と強く言われ
ました、何故なのかお聞きしても、駄目なんですとの事で、たいした説明も無く、残念ではありましたが、
我々のお囃子連は、ここまでと言う事になってしまいました、これからの蒸し暑い 7 月、祗園祭りのシー
ズンがやってきます、今年も山車は出るのでしようか、あのにぎやかで明るく、調子の良い「お囃子ノ音」
は、暑さを忘れさしてくれます、心が弾みますし楽しみです、是非多くの町内の山車が出てほしい。
さて、そんな事で、我々のお祭りへの参加は出来ませんでしたが、我々グループの皆さん、大変にア
クティブでして、その後、神宮球場や甲子園でのロータリー野球大会に参加したり、旅行に行ったりし
ていました。
そして、当時私は、お店を閉めて勘定が終わると、夜 8 時半過ぎになってしまい、店を出る頃には、
八軒通りからのネオンの明かりに、私の心は浮き浮きと、あちらへの世界へと誘われて終い、すでに足
と心は、家と逆の方向に向いておりました、
家内からは、毎晩何をやっているの、子供の面倒はどうするの等と、言われておりましたが、返事の
仕様がありませんでした。私は、お酒はちょっぴり程度で、余り飲めませんでしたので、ほんとに何し
に行っていたのか・・・という事に成りますが、お店には結構可愛い・若い女性軍がおりまして、誰も
きいてくれないくだらない話や、下手な歌や踊り、そんな事が、何となく、面白かったんだと思います。
さて、ここからの話の中身は大分変わってしまいますが、家内と私とが中心になって始めました、大
津野ヒルズ、新治協同病院前にあります「特別養護老人ホーム・土浦晴山苑」についてお話し申し上げ
ます。
この老人ホームは 2005 年、TX のオープンに併せて開業いたしました、私は土浦市から約 12 年余、
土浦市及び県南地区の公平委員を仰せつかっておりまして、商入が施設運営に関わると、どうなるのか、
商業人として始めてのケースになる福祉施設が、どんな形で運営されるのか、是非見たいし、頑張って
ほしいと言われました。
一番大変だった、初代施設長には家内が就任致しました、そして、その 1 年経過した後に、その感想
を次のように話しています。
この 1 年間、ご利用者の皆様・お一人お一人に、想いを致し、寝食を忘れて、取り組んで参りました、
直接介護に当たる職員も皆同じ気持ちであったと思います、そして、ご利用者の皆様方が、何とか無事に、
元気に、笑顔で 1 年目を迎える事が出来きたのも、ご家族の皆様方の心の支え、そして日頃より、ご支
援頂いている、大津野地域の皆様のお陰でして、心から感謝申し上げますと、述べています。
私共の施設は全館個室でして、必要なケアを中心に据えながら、ご自宅にいる時と同じように、ゆっ
たりとした気持ちで「その人らしい生活の場」を送って頂ける様に、考えて、作られております。
さて、最後に成りますが、私共では、施設の方針であります「差しのべる愛の手と手」をモットーに、
ご利用者のお一人お一人が、今何を成されたいのか、この先どのような暮らしを望まれているのかを、
よく汲み取って、家族の皆様と一緒に、施設の運営に努めて行きたいと考えております。
以上、私共が直接運営に当たっております、大津野地区にあります特別養護老人ホーム・土浦晴山苑
の概要について、簡単ではありましたがご説明申し上げました、お解かり頂けなかった点も多々あった
と思いますし、介護という重要な問題」でありますので、必要であれば、何時でも現地にご案内もさせ
て頂きますので、どうぞ、気軽に声を掛けてください。
以上で、土浦クラブにおける最後の卓話とさせて頂きます、
ご静聴有難うございました。

格調高く、和やかに

S.A.A

第64期会長・幹事から第65期会長・幹事へ襷受渡し

小網会員へ永年奉仕活動証明書を授与

第64期会長・幹事へ感謝状授与

例会の様子
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会長・幹事
2022-23 年度

就任挨拶
土浦 RC 第 65 期会長

佐藤

ぱうろ

長い歴史と伝統ある土浦ロータリークラブの第 65 期会長を拝命いたしました佐藤
ぱうろです。会長就任にあたり、今日までこの素晴らしいクラブを築き、数々の奉
仕活動の実績を重ねてこられた歴代会長を始めとする先輩方に感謝し、敬意を表し
ます。
国際ロータリーのジェニファー・ジョーンズ会長は、2022-23 年度のテーマを「イマジン・ロー
タリー」としました。理想をイマジン（想像）することが、その実現への第一歩であり、イマジネーショ
ン（想像力）の持つ無限の可能性を示唆しているように私なりに理解しました。
大野ガバナーは R.I. 第 2820 地区のスローガンを、「enjoy life 〜人生を楽しむ〜」としました。
64 期の鶴田会長が掲げたクラブスローガンの一節「楽しもうロータリー」を彷彿とさせ、「ロータ
リーを楽しむ」ことが則ち「人生を楽しむ」ことであり、ロータリーでの奉仕・親睦が自分の人生
だけではなく、多くの人々の人生を豊かにしてくれるものだと思います。
そして、我が土浦ロータリークラブ第 65 期のスローガンは「70 周年を見据えた保守と変革」と
いたしました。65 年間という長きにわたってクラブが輝き続けてきた中では、ぶれない柱と、変
化を繰り返す柔軟性があったはずです。2020 年初頭から猛威を奮っている新型コロナウィルスは
変異を繰り返し、コロナ禍での生活様式の変化は人間関係のあり方にも影を落としています。この
ような状況だからこそ、クラブ運営や奉仕・親睦のあり方にも、守り続ける「保守」と、柔軟に変
化する「変革」の両方が不可欠と考えます。
また、来年は、クラブ創立 65 周年の記念すべき年度です。奉仕プロジェクト全体を巻き込んだ
奉仕事業「体験型こども食堂」や、記念例会での台北陽明ＲＣのご招待、姉妹クラブ更新の調印式
等々、周年にふさわしい事業が目白押しです。実行力のある沼尻幹事とともに、全力でロータリー
活動に取組み、公共イメージと会員基盤を高め、来る創立 70 周年への礎となる一年にする決意で
すので、皆様のご支援・ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

2022-23 年度
歴史と伝統ある土浦ロータリークラブの６５期

土浦 RC 第 65 期幹事

沼尻

大

佐藤ぱうろ会長のもと、幹事を

務めさせていただきます沼尻でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
本年度、創立から６５年という節目となる年にあたります。この歴史と伝統を築
き上げられた先輩諸兄姉の方々への感謝を表すとともに、今までの歩みに触れ学ぶ場とし、そして
コロナウイルス感染症の影響で希薄となった会員相互の交流と団結力を再び醸成する雰囲気づく
り、また、今まで引き継がれてきた襷をしっかりと繋ぎ、７０周年に向けての新たな一歩を力強く
踏み出せる１年となるよう努めます。
入会歴５年という経験値の浅い私でございますが、幹事としての責務をしっかりと理解し、自覚
を持って、佐藤ぱうろ会長が掲げた今期スローガン「７０周年を見据えた保守と変革」の実現に向け、
会長はもちろんのこと、会員皆さまを下支えさせていただきますのでご支援・ご協力、またご指導・
ご佃撻のほどよろしくお願い申し上げます。

格調高く、和やかに

S.A.A

職場訪問 手びねり作品

幹事報告

第６４期 第30回 理事会報告

令和 ４年 ６月22日（木） 中島 賢一幹事
持ち回り
（SNS・FAX等）
審議事項
１． 坂本会員の出席規定の免除について
→案件通り可決承認された。
２． 説田会員の退会について
→案件通り可決承認された。
３． 松浦会員の退会について
→案件通り可決承認された。

幹事報告

令和 ４年 ６月29日（木） 中島 賢一幹事
持ち回り
（SNS・FAX等）

メークアップ

6/22 ウクライナ人道支援募金報告会
6/24 第3回第6分区協議会

佐藤（ぱ）

鶴田、中島（賢）

6/25 第4回諮問委員会 廣瀬（昭）
6/25

第６４期 第31回 理事会報告

審議事項
１．松井泰信様の推薦申し込みについて
→案件通り土浦R Cへの入会が可決承認さ
れた。

土浦市健康まつり 小原、菊池、金澤、髙橋、鶴田

6/29 第1回第6分区協議会

佐藤（ぱ）、沼尻
私の好きなメロディ
My Revolution（渡辺 美里）

橋本 祐一 会員
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私の好きなメロディ

My Revolution
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退会会員

にこにこBOX

6/23

計115,000 円

説田 和彦 君
㈱赤坂
社長
平成22年２月18日 入会
令和４年６月30日 退会

累計2,340,000円

出席報告
会 員
54名

欠

席

17名

出 席 免除・欠席 出席率
35名

2名

67.30

松浦 晃 君
㈱つくば林業
代表取締役
令和元年10月10日 入会
令和４年６月30日 退会

出席 （会場）34 名 （ZOOM）1 名

第65期第1回目の会費（80,000円）の
納入をお願いします。
口座振替は7月8日の予定です。
口座残高のご確認をお願い致します。

7月のロータリーレートは１３６円です。

例会予告

７月14日

事務局勤務時間

第65期

各委員会からの事業計画の発表

毎週 月曜、火曜、水曜、木曜の10時から16時

格調高く、和やかに

S.A.A

