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会長 福田 昭一　幹事 髙野 竜也

週報第2820地区

2021～2022年度
国際ロータリーテーマ

出席状況

2022年 6月 7日　 25号
2022年 5月 31日　第 4例会報告

本日のプログラム
2022-23 年度クラブ協議会です。委員会毎の話
し合いを行います。

次週のプログラム
6 月 14 日（火）は，2022-23 年度クラブ協議会で
す。

₁．点　　鐘	 福田昭一会長

2．ロータリーソング斉唱（黙唱）

奉仕の理想

3．来賓紹介	 福田昭一会長

4．幹事報告	 髙野竜也幹事

5 ．委員会報告

6．ニコニコＢＯＸの発表	 藤田副ＳＡＡ

7．来賓卓話

土浦商工会議所　青年部会長

池田　雄一	様

8 ．出席状況報告	 出席委員会

9．点　　鐘（点鐘のみ）

（司会進行　説田賢哉ＳＡＡ）

地区 HP 地区行事予定

会員数 出席数 出席免除 出席率 全員出席卓 3名以上欠席卓 メークアップ 出席訂正率
名 名 名 % 卓 卓 名 %

86 62 6 72.09 8 16 9 82.59



【退任ご挨拶】
第 6 分区ガバナー補佐　雨 宮  淳 様（つくばサンライズＲＣ）

土浦南ＲＣの皆さんこんにちは，いよいよあとひと月で一年間の大役が終わろうとしており

ます。今年度もコロナの影響で，例会が休会したり，リモートで行ったりと，いろいろと大変

な年でございました。しかし，ガバナー公式訪問，海岸清掃，ＩＭ，分区ゴルフと予定してい

た全ての事業を終了する事が出来ました。

これも皆様のお陰でございます。本当にありがとうございました。

それで，皆様のレターボックスの中にＤＶＤを入れさせて頂きました。ＩＭの報告書を文字

ではなく，報告書を映像で残そうとＤＶＤを作成いたしました。分区内のすべての会員の皆様

にお渡しできる準備が出来ましたので，本日持参いたしました。土浦南ＲＣにも用意しており

ますので，後ほど福田会長にお渡ししたいと思います。

最後に，次年度のガバナー補佐の紹介をしたいと思います。石岡ＲＣ輩出の中村浩美ガバ

ナー補佐を宜しくお願い致します。

【ご挨拶】
次年度第６分区ガバナー補佐　中 村 浩 美 様（石岡ＲＣ）

土浦南ＲＣの皆さんこんにちは，本来であれば新年度になってからご挨拶に伺うところでご

ざいますが，10 月までにガバナー公式訪問，海岸清掃，地区大会と予定が控えておりまして，

雨宮ガバナー補佐の退任挨拶と一緒にお願いする事となりました。

私は，2008 年に石岡ＲＣに入会致しました，4年前と 3年前には会長職を務めましたが，改

めてガバナー補佐の重責をひしひしと感じているところでございます。

趣味と致しましては，ゴルフとお酒ですので，大野ガバナーエレクトとは，楽しい一年間に

なると期待しております。

ガバナー補佐の役割とは，地区と分区，そして各クラブとの調整役と思っております。

ジェニファージョーンズＲＩ会長エレクトのテーマである「イマジンロータリー」，大野ガ

バナーエレクトの地区目標である「一人一人が想像力を持って奉仕する」，また，7つの具体

的目標など土浦南ＲＣのよき伝統と共に共有できるように伊東会長エレクト，説田次年度幹事

をはじめ会員の皆様方のご協力を頂きながら務めて参りたいと思います。

最後に私個人の次年度のテーマといたしまして，「ロータリー活動をエンジョイしよう」で

ございます。大野ガバナーエレクトをはじめ，素敵な方々との出会いを楽しみにしております。

簡単ではございますが，就任挨拶とさせて頂きます。ありがとうございました。



【委員会報告】

雑誌委員会	 齊 田 克 史 委員長

皆様のレターボックスの中に今年度最後になりますロータリーの友 6月号を入れさせて頂き

ましたので報告させて頂きます。

内容に関してですが，4月に規定審議会が開かれまして，その概要が記載されております。

また，来年度から電子版が導入されるという事で，場合によっては電子版のみの受け取りも

できるという説明もされておりますのでご確認頂きたいと思います。

次年度会員名簿作成の件	 楢 戸 憲 一 次年度副幹事

次年度の会員名簿原稿用紙みなさまのレターボックスに入れさせて頂きました。提出期限は

6月 14 日まででございます。宜しくお願い致します。

伊東年度「委員会全体説明会」について
説 田 賢 哉 次年度幹事

例会終了後，次年度の委員長予定者の皆様との打ち合せをＬ’ＡＵＢＥの例会場にて行います。

ご出席の程，どうぞ宜しくお願い致します。

【来賓卓話】
	 土浦商工会議所　青年部会長　池 田 雄 一 様

皆さんこんにちは，土浦商工会議所青年部についてお話させて頂きます。

土浦商工会議所青年部について

令和４年度会長 池田 雄一

商工会議所青年部【ＹＥＧ】とは？

「若き企業家集団 〈ＹＥＧ(Young Entrepreneurs Group)〉」

・次代の地域経済を担う若手経営者・後継者の相互研鑽の場

・青年経済人として資質の向上と会員相互の交流を通じて、

企業の発展と豊かな地域経済社会を築くことを目的とする

自己紹介

・名 前 池田 雄一（いけだ ゆういち）

・職 業 イバメンリフォーム株式会社

代表取締役社長

・業 種 総合建設業

・趣 味 ゴルフ、自転車

・ＹＥＧ歴 平成２７年 入会

平成３１年度～令和３年度 副会長

令和４年度 会長

ＹＥＧに入会するには

（会員の資格）

本青年部の会員は、土浦商工会議所の会員事業所の経営者及
びその経営者より推薦を受けた従事者で、年齢満４７才（４月１日
時点）以下の者とする。 （規約 第５条）

・

（会費の金額））

月額2,000円と定める。（会費規定 第１条）・



ＹＥＧ宣言

私はＹＥＧとして、夢に挑む。

私たちはＹＥＧとして、地域を愛し、

日本（にっぽん）を愛する。

すべてのＹＥＧは、連帯の証となる。

土浦ＹＥＧの紹介

・設 立 １９８３年（昭和５８年）

・会 員 １３６人（令和４年４月１日現在）

・事 業 毎月１回の例会、地域イベントへの参画等

・継続事業 ①常磐線東海道線乗り入れ推進協議会（昭和６０年～）

②キララ祭り（土浦ＹＥＧいこいの広場設営）

③New Wind Meeting（まちづくりに関する市役所との

意見交換会）※過去５回実施

④海外視察事業 ※過去５回実施

・トピックス

本年度はTXを土浦へ（TX土浦延伸を実現する会）

土浦YEG：実行委員会 宇田川直前会長：事務局

決起大会：６月１２日（日）１４時

クラフトシビックホール土浦

ＹＥＧ 綱領・指針

【綱領】

商工会議所青年部は、地域社会の健全な発展を図る商工会議所活動の一翼を担い、 次
代への先導者としての責任を自覚し、地域の経済的発展の支えとなり、 新しい文化的創造
をもって、豊かで住みよい郷土づくりに貢献する。

【指針】
我々青年部は、
一、地域を支える青年経済人として、先導者たる気概で研鑽に努めよう
一、国際社会の一員であるべき、国際人としての教養を高めよう
一、豊かな郷土を築くために、創意と工夫、勇気と情熱を傾けよう
一、文化を伝承しつつ、新しい文化の創造に向かって歩を進めよう
一、行動こそ時代を先駆けるべき青年の責務と信じ、力を合わせ国の礎となろう

土浦ＹＥＧ関係図

土土浦浦商商工工会会議議所所

土土浦浦商商工工会会議議所所青青年年部部

全全国国商商工工会会議議所所青青年年部部連連合合会会
（（表表記記：：日日本本商商工工会会議議所所青青年年部部））

土土浦浦商商工工会会議議所所青青年年部部

茨茨城城県県商商工工会会議議所所青青年年部部連連合合会会関関東東ブブロロッックク商商工工会会議議所所青青年年部部連連合合会会

東地区担当副会長：皆見 貞康（土浦YEG）
※副会長は４名

日本ＹＥＧの紹介

・正式名称 全国商工会議所青年部連合会

・表 記 日本商工会議所青年部

・呼 称 日本ＹＥＧ

・会 員 ４１５単会（令和２年４月現在）

総メンバー数 約３３,０００人

・主要事業 ①全国会長研修会

②全国大会

③ブロック大会（全国９ブロック）

土浦ＹＥＧ歴代会長
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令和４年度 土浦ＹＥＧ事業内容

【スローガン】

～ 一人ひとりが輝き未来へつなぐ一歩 ～

【所信】

●来年４０周年を迎える。

●ウィズコロナ、アフターコロナにおける未来

●もう一度メンバーを知り、輝き、磐石の組織

【事業年間スケジュール】

５月例会 WEB配信事業
６月例会 交流事業
７月例会 New Wind Meeting
８月例会 キララまつり
９月例会 霞ヶ浦トライアスロンフェスタ

１０月例会 国際研修事業
１１月例会 カレーフェスティバル
１２月例会 忘年会
１月例会 新春交歓会
２月例会 団結事業（卒業生）
３月例会 卒業例会

福田会長

宮本土浦中央ＲＣ会長

a岡ＰＧ 乾杯

伊東次年度会長

鶴田土浦ＲＣ会長

海老原直前会長 中締


