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つくば学園ロータリークラブ 

会長・幹事 タスキのバトン！ 

岡添前会長、 

飯田前幹事 

大変お疲れ様でし

た。 

 

野堀新会長、 

中山新幹事 

よろしくお願いし

ます！ 

岡添前会長退任挨拶 

2004～2005年、国際ロータリー100周年の記念の年に、つくば学園ロータリークラブ会長として、1年間

勤めさせて頂きました。 

昨年の7月4日、ゆかりの森での岡添年度初めの国際納涼パーテーで、140名の参加を得まして、素晴しい

スタートが切れました。その勢いは今も続いていまして、次年度20周年の野堀喜作会長まで引き継がれていま

す。 

 親睦の上野委員長には、納涼パーテー、クリスマスパーテー、新年会、観桜会とアット驚く企画で皆を楽し

ませてくれました。 

 国際奉仕の古本委員長には、20名の留学生との月1回、年間１２回の交流会を成功させていただきました。

種は捲かれました、芽吹くことを願います。 

職業奉仕の冨田委員長ご苦労様でした。つくば駅、森林研究所ではいい経験をさせてもらいました。 

社会奉仕の石川委員長、ロータリーの森の3年計画の中盤で、素晴しい森が出来ました。今年も数百株のや

(2 ページに続く) 
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２００４－０５岡添年度 最終例会 

６月３０日木曜日  

終例会におい

て、旧会長旧幹事

から新会長新幹事

へタスキが渡され

ました。 

 

 

 



飯田前幹事退任挨拶 

本日、岡添年度 終例会を無事迎える事ができました。

ロータリー経験も浅く、若輩の私が、幹事という大役を大

過なく務める事ができましたのは、ひとえに会員の皆様の

御協力の賜物と思い、心より御礼申し上げます。 

 幹事という立場上、それにも増して、独断的な私の性格

から、先輩の皆様には私の態度を不快に感じられた事も

多々あったかと思います。それにも拘わらず、御協力頂け

ました事に、お詫びと御礼を申し上げます。しかし、幹事

は会長の“虎の威を借る狐”であります。私がいうと、手

前みそになるかもしれませんが、皆様の御協力が得られま

したのも、岡添会長のこれまでのロータリー活動とその人

柄によるものと思います。 

 1年前、幹事を引き受けてから、健康にも恵まれ、今日

で、例会、理事会、会長幹事会、全てにパーフェクト出席

を達成できました。振り返れば、忙しさの中であっという

間の1年だった様に感じます。40代 後の年に、素晴らしい思い出を創らせて頂きました。忙しかったけれ

ど、とても楽しい1年でした。1年間、本当にありがとうございました。 
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まゆりが、花を付けているようです。 

会員増強の鈴木委員長、退会者なしの9名増員。地区

大会での表彰を受ける素晴しい実績を残せました。 

クラブ会報の塚原委員長、ペーパーレスでの新たな伝

達を実践した、素晴しい週報でした。立ち上げからご苦

労様でした。 

広報の内藤委員長、ケーブルテレビのＡＣＣＳを見た

友達から、挨拶がうまくなったと電話が有りました。久

しぶりの地域に向けた広報復活でした。 

ロータリー財団の染谷委員長、ポールハリス１００％

クラブへの助言ありがとうございました。おかげで、達

成することがました。 

つくば学園ロータリー基金の中村委員長、基金運用を

始めていただきました。初めての奨学生が翻訳した源氏

物語が、ミヤンマーで読まれ、日本との国際理解が深まる事を期待します。 

数えたら、限りがありません。全会員の努力で、ＲＩ会長賞を頂きました。（事務局の影広さん曰く、事業を

やっているから頂けるのです。） 

又、アクトの皆さん、少ない予算、協力の中で大きな事業をやってくれています。 

もはや「君たち自身の為に頑張って下さい。」と言うしかないです。素晴しい会です。 

クラブ内で3回の旅行に行ってきました。山城ＲＣの15周年、宮崎シーガイヤのゴルフ同好会、愛知の地球

博。それぞれによい思い出ができました。 

月一回の夜の例会は楽しく、お酒が好きになり、強くなりました。 

この一年楽しく、ロータリー100周年を祝って来ました。 

後に、岡添年度の役員の皆様、ご協力ありがとうございました。 

特に、飯田幹事この一年間ありがとう。君の素晴しい知識と頭脳と努力のお陰で、クリアな楽しい会長を経験

することが出来ました。 

後は、次年度野堀会長に託しまして、 後の会長挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。 

平成17年6月30日 木曜日 ホテルオオクラ 終例会にて 

(1 ページから続く) 



来日しているモンゴルからの留学生、モモさん（１４歳）、

アカリさん（１０歳）の引率教師バヤサーさんより、近況報

告がありました。 

体験留学生の近況報告 

路川会員ユーモア賞受賞 

６月９日 例会時 ニコノコＢＯＸにて 

「大野さんすみませーん。一つ大事な説明を忘れました、メル

セデスはエネオスヴィーゴ等、化石燃料で動きます。大野さん

を動かしてるアルコール燃料では動きませんので、絶対メルセ

デスには飲ませないでください 。」 
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許雪珠さん金時計の贈呈 

元米山奨学生・許雪珠さん金時計の贈呈 

（博士号を取得すると米山記念奨学会から金時計を贈呈される） 

小須田会員 

ポールハリスフェロー受賞 

小須田会員がポールハリスフェロー賞を受賞されました。 

 

６月３０日最終例会報告 
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小須田 宏二 愛知博のロータリー館で例会に出席致しました。博覧会の規模と入場客の多いこと

に圧倒。再度機会を見つけて行きたいと思います。ご同行された方々暑い中大変ご

苦労様でした。 

吉岡  昭文 会員の増強、クラブの運営、精一杯の成果ご苦労様でした。バランス感覚に敬服い

たします。 

岡添  紘樹 一年間、ご協力ありがとうございました。楽しい一年間でした。 

布川  博 結婚祝、誕生祝 ありがとうございました。 

石川  英昭 一年間御苦労様でした。野堀年度も皆でたのしくやりましょう。特に酒席を大切

に、よろしくネ。 

野堀  喜作 一年間お世話になりました。来年も宜しくお願い致します。 

下山田 豊 ・岡添会長、飯田幹事一年間御苦労様でした。 

・私の一人息子が先日、結婚式を挙げました。おじいちゃんになる日が近いか

も．。 

飯田  正行 楽しい一年間でした。４０代 後の年によい経験ができました。会員の皆様の御協

力ありがとうございました。 

長谷川 惠三 岡添会長、飯田幹事、一年間の役職大変御苦労様でした。又、ニコニコボックスに

も御協力をいただき達成率９１％となりました。一年間ありがとうございました。 

伊藤  潔 岡添会長、飯田幹事の隣で一年間お二人の献身的な姿に触れさせて頂きました。本

当にご苦労様でした。有難うございました。 

鯨井  規功 岡添会長、飯田幹事、一年間お疲れ様でした。また本年は入会を承認いただきまし

てありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。 

堀越  雄二 会長、幹事 ご苦労様でした。この一年は（飛行船）（飛行船）で過ぎてしまい例

会にも出席出来ず、何もお手伝い出来ず大変心苦しく思います。ただ、おかげ様で

飛行船基地のめどが立ち、エアシップタウンが実現出来そうです。 

古本  捷治 岡添会長、飯田幹事、御苦労様でした。理事会で常に反論をして御困りでしたで

しょう。ゴメンナサイ。これからの会長予定の方、小生を絶対に理事にしない様気

を付けて下さい。 

ニコニコＢＯＸ メッセージ 

ビジター 

三上  昭紀 様 米山奨学会総括委員長 

許   雪珠 様 元 米山奨学生 

ガンチメグ  様 筑波大学留学生 

バヤサー   様 モンゴルの先生 

  



ニコニコＢＯＸ 

結婚・誕生祝い 
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月 誕生日 

会員 配偶者 

 

 

 

 

７月 

黒羽根 信弘     １３ 柴原  桂子      １ 鯨井  規功・直子  ２８ 

古本  捷治     １６ 佐藤  由紀子     ４  

国府田 仁兵衛    １９ 鈴木  きよ     １０  

冨田  茂      ２１ 古本  邦枝     １４  

中村  義雄     ２３ 宮本  恵美子    １９  

斉藤  英夫     ２４   

   

   

結婚記念日  

出席率 

会員数 出席数 欠席数 無届欠席数 出席率 前週修正率 

  ６０名    ４７名    １３名     １名 ７８．３３％ ９０．００％ 

本日の合計 ￥１０８，０００－ 

本年度累計 ￥１，５５０，０００－ 



つくば学園ロータリークラブ 
〒305-0047  
茨城県つくば市千現２丁目１番６ つくば研究支援センターＡ２８ 

電話 029-858-0100          FAX  029-858-0101 
Email:gakuenrc@axel.ocn.ne.jp 

■編集後記■ 

 

つくば学園ロータリークラブの皆様、野堀年度の週報委員会にバトンが渡され第１号をお届けします。 

前年度のすばらしい週報にすこしでも近づくよう力を入れたく思います。 

週報のメンバーは、田口幸男、佐藤裕光、齊藤修一です。これから１年間よろしくおねがいします。 

                                クラブ会報委員長  佐藤 裕光 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 初めて会報を作成しましたが、こんなに大変な作業だとは．。。。。。先輩方の苦労がわかります。 

分かりやすく、読みやすく、そして楽しめる、そんな会報を心掛けていきます。 

これからの一年間、よろしくお付き合い下さい。            

 追伸：つくば学園ロータリーのドメイン（ホームページアドレス）を取得しました。 

「四六のがまドットコム」（４６ｇａｍａ．ｃｏｍ）と憶えて下さい。近日中にアップ致します。 

                                クラブ会報委員   齊藤 修一 

 ７月 ７日（木） 理事会 11時～ （於・オークラ４Ｆ） 

          野堀会長・中山幹事就任挨拶 

          各担当理事事業計画発表 

 ７月１４日（木） 休会（１７日に振替） 

 ７月１７日（日） 納涼＆国際交流野外パーティ 

          於・ゆかりの森 AM11:00～ 

 ７月２１日（木） 直前会長幹事慰労会  

          於・霞月楼 PM7:00～ （東雲P  PM 6:30集合）  

 ホームページもご覧下さい 

 http://www.46gama.com/ 

例会日  木曜日 １２：３０～１３：３０ 

例会場  「オークラフロンティアつくば」 つくば市吾妻１丁目１３６４－１   

（第４月曜例会のみ １９：００～ 「旬彩酒房」） 
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プログラム 予告 


