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前回の例会報告
卓話 「青年会議所について」

一般社団法人土浦青年会議所 2022 年度 理事長 植木健 様
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卓話ありがとうございました

幹事報告

第65期

第３回理事会
（第１回持ち回り理事会）
報告

沼尻

大 幹事

２０２２年８月２０日（土）１１：００〜８月２２日
（月）１１：００
臨時（持ち回り）につき、
ＷＥＢ上での開催。
審議事項
□第１号議案 土浦ロータリークラブ戦略計画更新（案）の件。
全員賛成により土浦ロータリークラブ戦略計画更新は可決承認となりました。
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にこにこBOX

8/25

42,000円

累計421,000円

米山ボックス

8/25

13,000円

累計79,000円

メークアップ

8/25 かすみがうらマラソン実行委員会
（ぱ）、沼尻
8/26

地区ロータリー財団補助金監査

8/28

世話クラブ・準世話クラブ学友会

8/31 第2回第6分区協議会

佐藤

平島
菊池

佐藤（ぱ）、沼尻

出席報告
会 員

欠

53名

席

17名

出 席 免除・欠席 出席率
30名

6名

63.82

出席 （会場）28 名 （ZOOM）2 名

例会予告

９月 8日

子ども食堂

報告

コロナ感染状況に鑑み、９月例会もお弁当制を継続します
格調高く、和やかに

S.A.A

