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出席状況
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2021年 12月 14日　 11号
2021年 12月 7日　第 1 例会報告

本日のプログラム
新井和雄ガバナー公式訪問日です。全員参加で
お迎え致しましょう。

次週のプログラム
12 月 21 日（火）の例会は，2021-22 年度上期最終
例会でございます。会長より挨拶を頂きます。

₁．点　　鐘	 福田昭一会長

2．国歌及びロータリーソング斉唱（黙唱）

君が代・奉仕の理想

3．来賓紹介	 福田昭一会長

4．会長挨拶	 福田昭一会長

5．幹事報告	 髙野竜也幹事

6．今月のお誕生日の会員並びにご夫人

及び結婚記念日紹介	 親睦活動委員会

7．委員会報告

8．ニコニコＢＯＸの発表	 井坂雄祐副ＳＡＡ

9．年次総会	 福田昭一会長

10．ガバナー公式訪問事前説明

髙野竜也幹事

11．出席状況報告	 出席委員会

12．ガバナー公式訪問補足説明

雨宮　淳 第 6分区ガバナー補佐

13．点　　鐘（点鐘のみ）	 福田昭一会長

（司会進行　説田賢哉ＳＡＡ）

地区HP 地区行事予定



【会長挨拶】	 福 田 昭 一 会長

12 月の会長挨拶をさせて頂きます。
本来であれば，上半期最後の挨拶となりますので上半期の事業について，あるいは下半期の
事業について話をさせて頂くのが一般的なのですが，何しろまだ，ガバナー公式訪問が終わっ
ておりません。来週の 14 日に開催させて頂きます。それまでは気を抜くことが出来ず，まずは，
雨宮ガバナー補佐様と例会後詳細に打合せをさせて頂き，その上で来週の公式訪問にもガバ
ナーに喜んでお帰り頂けるように，皆さん全員参加でガバナーをお迎えしたいと思っておりま
す。終了後は 18：00 〜クリスマス懇親会があります。毎年ご家族参加で開催しましたが，や
はりコロナ禍の中で家族参加のクリスマス懇親会は難しいと判断し，大山親睦委員長にお願い
して，会員だけのクリスマス懇親会になりますが，大いに盛り上がる企画をして頂いていると
の事ですので宜しくお願い致します。

【雨宮淳 第6分区ガバナー補佐挨拶】
土浦南の皆さんこんにちは，ガバナー公式訪問も土浦南を残すのみとな
りました。
コロナ禍でいろいろな形のやり方がありました。ハイブリッドであった
り，後半はコロナの影響も少なくなって対面になったり，ガバナーだけは
来なくていいというクレームもあったり，いろいろな形が試されたような
気がします。今回の土浦南の公式訪問は，対面でできるのでガバナーも喜
んでいると思います。本日は来週のガバナー公式訪問の準備としたいと思
いますので，皆さん宜しくお願いします。

【委員会報告】

ロータリー財団委員会	 稲 本 修 一 委員長

ロータリー財団からのご報告でございます。
先月 11 月のロータリー財団月間には，皆様からたくさんの寄付を頂きました。ここで，内
訳を発表させて頂きます。年次寄付が 17,620 ドル，ポリオが 2,850 ドル，恒久基金が 2,000 ド
ル合計で 22,470 ドルとなり，一人当たり 264 ドルと大幅な寄付を頂きました。皆様のご協力
に大変感謝いたします。ありがとうございました。

親睦活動委員会	 大 山 直 樹 委員長

12 月 14 日（火）にガバナー公式訪問終了後，18：00 〜この場所にてクリスマス懇親会を
行います。ゲストは，ママさんのゴスペルチームをおよびしております。
また，来年 1月 18 日（火）は 18：00 〜例会終了後に新年会を行います。会費のほうは徴収済
みです。レターBOXに新年会のご案内を入れてありますので宜しくお願い致します。

雑誌委員会	 齊 田 克 史 委員長

皆様のレターBOXにロータリーの友 12 月号の見どころを入れさせていただきました。
今月は関心の高い，疾病予防と治療月間になっております，その他にも興味深い記事が掲載
していますので，ロータリーの友をじっくりと読んで頂きたいと思います。

【年次総会】
【福田昭一会長】
　ただいまよりクラブ細則第 5条第１節の定めにより 12 月第１例会年次総会を開催いたしま



す。定足数はクラブ細則第 5条第 3節により総会員数の三分の一以上の出席で満たすとなって
おります。本日，76.19％の出席との事で定足数を満たしており，年次総会は成立することを
ご報告申し上げます。
今回の年次総会の議題は伊東年度の副会長選出であります。副会長選考委員会を 10 月 26 日
に開催しまして，次年度の副会長を選考させて頂きました。
本日の理事会で報告されその過程について選考委員の稲本選考委員にご報告をお願いします。

【稲本修一選考委員】
今 10 月 26 日にパスト会長会で伊東年度の副会長の選考委員会がありました。皆さんからいろ
いろなご意見が出ましたが，最終的に楠英夫さんを伊東年度の副会長に決定しましたことをご
報告いたします。

【福田昭一会長】
今の報告を受けまして，何かご意見がある方はいらっしゃいますでしょうか？
なければご賛同いただける方は拍手をお願い致します。( 全員賛成の拍手 )

【楠　英夫会員】
　伊東年度副会長を務めさせて頂くことになりました。
頑張らせて頂きますので，皆様の絶大なるご支援とご協力を宜しくお願い致します。

【福田昭一会長】
以上で年次総会を終了します。

【ガバナー公式訪問事前説明】	 髙 野 竜 也 幹事

12 月 14日はガバナーをお迎えするので 12：20 分までに例会場へお出で頂きたいと思います。
本日，クラブ現況報告書をレターBOXに配布しました。
14：00 〜クラブ協議会を行います。今回はタイトなスケジュールになっていますので，各

委員長さんは手短に発表願います。途中休憩は今回はありません。その後，ローターアクト・
インターアクトとの懇談会を行います。
18：00 〜クリスマス懇親会ですので再度お集まり願います。どうぞ宜しくお願い致します。

時　間 行　　　　　　事 備　考
10：00
10：30

L’AUBE 正面玄関に集合
10：30 ～10：50 市長表敬訪問［ガバナー，ガバナー補佐，地区幹
事，地区副幹事，ＡＧセクレタリー，a岡ＰＧ，正副会長，正副幹
事，海老原会員，勝田会員，環境保全委員長］

［新井ガバナー到着予定　 10：00］

L’AUBE の バ
スを使用させて
頂く

11：20

12：00

11：10 　土浦市役所より L’AUBE に到着
午前協議会
ガバナー，ガバナー補佐，地区幹事，地区副幹事，ＡＧセクレタリー，
a岡ＰＧ，正副会長，正副幹事，ＳＡＡ

記録…説田賢哉副幹事

【オーシャン】
お茶と和菓子

12：25 ガバナー，Ｇ補佐，地区幹事，地区副幹事，ＡＧセクレタリー，例
会場に移動，来賓席テーブルへ

待機場所
【インペリアル】

12：30

13：00

13：30

クラブ例会
点鐘 → 君が代 ･ ロータリーソング → 来賓紹介・会長挨拶 →
ビジター紹介 → バナー贈呈 → 米山記念奨学生奨学金授与 →
幹事報告 → 委員会報告 → ニコニコボックス → 食事（終了
12：55）
ガバナー卓話（13：00 ～13：28）
点鐘 → ロータリーソング

クラブ例会終了

全員起立し
拍手にて歓迎

【 セ レ ニ テ ィ】 
例会場



13：45 3 Ｆ【写真スタジオ】に移動しガバナーを囲んで記念撮影 つくば・
MIDORIYA

14：00

15：10

クラブ協議会　　　　　　司　　会　 髙野竜也幹事
議事進行　 福田昭一会長
記　　録　 説田賢哉副幹事

クラブ協議会終了
❖手土産贈呈　

2 Ｆ【コンコル
ディア】
コーヒー・お菓
子

15：15

15：55

ガバナーとローターアクト・インターアクトとの懇談会
ガバナー，ガバナー補佐，地区幹事，地区副幹事，会長，幹事，
ローターアクト委員，青少年奉仕委員長，土浦南ＲＡＣ①，古河
ＲＡＣ①，インターアクト委員，東風インターアクトクラブ・顧
問教諭，生徒③［ＭＣは，吉田正一青少年奉仕委員長，アシスタ
ントはa岡哲ローターアクト委員長］

【オーシャン】
烏龍茶
お菓子

16：00 お見送り

【ガバナー公式訪問補足説明】	 雨 宮 　 淳 第6分区ガバナー補佐

今回，クラブ協議会の時間が短いので，各委員会の委員長さんは記載してあることを読むの
ではなく，委員長として，「今年はどういう事を行いたい」とか，質問形式にして頂いて 1分
半程度で発表願います。


