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つくば学園ロータリークラブ 

新会長幹事理事による最初の例会 

野堀会長新任挨拶 

2005年度、2006年度会長就任あいさつ 

野堀 喜作 

平成17年7月7日 

 ７月の第一例会が七夕の日、出会いの日というのは私にとっても大変思い出に残るスタートとなりました。

弟（子供とは思っておりません。）ロータリーのシティークラブの加藤会長、小林幹事、お忙しいなか第一例

会にご出席下さいまして誠にありがとうございました。今年も良き兄弟仲間としてお付き合いの程、宜しくお

願い致します。 

 さて、今年は国際ロータリーのカールヴィルヘルムステンハマー会長は、2005年、2006年のロータリー

のテーマとして超我の奉仕と決定されました！！それを具体的な運動とされる為に、強調事項として水保全と

保健問題、識字率向上と教育問題等に取り組みたいと、第2820地区萩原ガバナーも力を入れております。私

たちも2820地区のクラブとして地区で取り上げております問題に協力をするつもりですが、それより大事な

(2 ページに続く) 
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２００５－０６野堀年度 スタート！ 

７月７日木曜日 

初の例会での

緊張の面々。 

 

 

 

 

 

 下村ＳＡＡ   野堀会長   中山幹事    綿引副会長  塚原副幹事 



中山幹事新任挨拶 

05-06幹事中山正巳 

 先日の七夕の日に、第一例会において始

めて幹事報告をいたしました中山です。 

昨年、点鐘を一年間一度も副会長にゆだね

ることの無かった岡添会長、そして一度も

幹事報告を私副幹事にゆだねることの無

かった飯田幹事、二人とも完璧な100%出

席と運営、大変ご苦労様でした。改めて心

から敬服いたします。私には無理なこと？

とは思っておりますが、二人を見習い一生

懸命努力し精進したいと考えております。 

私の好きな言葉に「一生勉強･一生感動」

と言う言葉あります。（いつも自分自身に

言い聞かせている）それは何事も前向きに

考えプラス思考で考えて行こうと常日頃よ

り思っています。 

実は、今回の幹事の要職を引き受ける経過

は、簡単でした。2年数ヶ月前、会議中の

私の携帯に着信。野掘新会長でした。「もしもし正巳か？」「はい、野掘さん今、会議中なので手短にお願い

します」に幸か、不幸か「正巳、今度副幹事お願いな。それだけお願いだ。…」に私は「？？？…」まっいい

かと会議に戻ったものの、後に今日の状況が来るとは夢にも想像してはいなかった。それは法人会つくば地区

会青年部会長を2年前に受け、さらに2年後の今年、新役職として土浦法人会及び県連合会の青年部会長まで

が回ってきたではないか。これでペースは完全に狂った。なぜなら、この役職は総会シーズンには三つの会長

であると同時に、親会の役員でもある。つまり5月の総会シーズンには集中して、計12回の日程を取られるこ

ととなってしまったからである。そんな中、野掘年度が動き出しました。なにか動き出す前には、なんとも言

えないプレッシャーが肩から重くのしかかってきておりました。しかし、今、動き出してそのプレッシャーか

らも少しだけ開放されました。今回与えられた幹事という役柄は、自分に果たして合っているかどうかは分か

りません。与えられた事を、「何で俺が？」とは考えずに、一生懸命可能な限りの時間を費やして、悔いの無

いように行動することが、むしろいいチャンスだと考えられます。プラス思考で充実の一年間にしたいと考え

ております。会員皆様のご協力を衷心よりお願いいたし、新任のご挨拶といたします。 
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ことはクラブ内の融和であると考えておりま

す。例会に出席することが楽しいクラブを目

指し、その先に会員拡大や勉強会奉仕活動が

あると考えております。 

 今年は20周年という節目の年です。周年

事業は20年目の同窓会と位置づけし、対外

的な式典や行事ではなく、20年の年輪を築

き上げたメンバーの出会いの場として楽しい

楽しい酒盛り会を企画しようと思っていま

す。中村年度、岡添年度と続いた森作りも

終年度、記念モニュメント、ヤマユリ創りを

目指します。 

何はともあれ理事の皆様、委員長さん、会員

の皆様、中山幹事のご協力のもと、今年をあ

つく過ごして行きたく思いますので、皆様の

ご協力を宜しくお願い致します。 

(1 ページから続く) 



国府田職業奉仕委員長 

        事業計画発表 

職業奉仕委員長の国府田会員が、今年度の事業計

画を発表しました。 
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つくばシティＲＣ 会長幹事来訪！ 

 

つくばシティＲＣ加藤会長、小林幹事 

例会初日、早速の来訪ありがとうございました。 

門脇 厚司 会員入会 

今回より、新たに門脇厚司会員が入会されました。 

 

 

７月７日第一回例会報告 
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ビジター 

加藤  文信 様 つくばシティＲＣ会長 

小林  保弘 様 つくばシティＲＣ幹事 

ガンチメグ  様 筑波大学留学生（モンゴル） 

モンゴル体験留学生報告  

 

７月７日例会にて 

つくば学園ロータリーの皆様 モンゴルの子供たちの日本生活、体験

学習の旅は、皆さんのお陰で無事終わろうとしています。３週間、大

変お世話になりました。心から感謝申し上げます。ロータリーの皆

様、岡添前会長、飯田前幹事滞在費およびホームスティ先どうもあり

がとうございました。古本さん、竹園東小学校とめいけい学園中学校

の体験入学の手配、ホームスティ受け入れ、ありがとうございまし

た。子供たちは日本の学校生活をとても楽しんでいます。もっと長く

行きたかったと言っています。東郷さん、２週間ホームスティありがとうございました。お陰様、子供たち

は思う存分遊ばせていただきました。また、日本の生活を十分味わえました。東郷さんの奥様、古本さんの

奥様本当にお疲れ様でした。いろいろ、ご心配もおかけしました。綿引さん、美味しいお寿司ご馳走様でし

た。菅原さん、美味しい中華ご馳走様でした。皆さん、一人一人の協力があって、子供たちの旅はとても意

義のある、一生忘れられない思い出となりました。本当にありがとうございました。またお疲れ様でした。

お礼状にいて、失礼します。                           モンゴルのガンチメグ 

６月３０日例会にて  

子供たちが来日して、１２日目を迎えました。日本に到着して、田んぼのきれいさに驚

いたり、蒸し暑さにびっくりしたりしていたり、初めて自分の部屋を持ったり、東郷さ

んのお家でお姫様のような生活をはじめたのは昨日のようです。 あれから内容がもり

沢山毎日で、日本の生活にも慣れてきました。 東京へ行って東京タワー、新宿の高層

ビル、都庁、皇居、国会議事堂などを見学したり、海や水族館へ行ったり、お母さんと

生花体験したり、プールで泳いだり、Disney Landで遊んだり、パンの笛クラシック音

楽コンサートを見たり、グランドホテルで一泊し、空中露天風呂に入ったり筑波山神社

でお祈りしたり、筑波山にロープウェイで登ったり、アサヒビールの工場見学したり楽

しすぎる毎日を過ごしています。見るもの、食べるもの、することがすべてが人生初め

てのものばかりです。とても刺激になっていると確信しています。日本のお母さんのやさしさにとろけそうです。モンゴルではないよう

な気配り、心遣いを肌で感じていることでしょう。また、日本のお父さんの働くぶりに感激している様子です。ももちゃんは帰国した

ら、もっと日本語をしっかり勉強して、日本に留学したいと言っています。あかりちゃんは竹園小学校で体験遊学できるのをとても楽し

みにしています。彼女たちの来日は本人たちをはじめ、ご家族、友人たちが日本に関心を持つきっかけとなったことは確実です。ロータ

リークラブの皆様をはじめ、東郷さん、古本さん、本当に心から感謝申し上げます。以上です。どうぞよろしくお願いいたします。 

                                  モンゴルからの同行先生 ムンフバヤスガラン（バイサー） 
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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 

  ６１名    ４７名    １４名     １名  ７７．０５％  ８６．６７％ 

加藤  文信 （つくばシティＲＣ会長） 

岡添前会長、飯田前幹事一年間本当に御苦労様でした。２００５～２００６年度の

野堀会長、中山幹事 これから１年間以前にましての御協力を楽しみにしておりま

す。よろしくお願い致します。 

小林  保弘 （つくばシティＲＣ幹事） 

学園ＲＣの皆様、１年間よろしくお願いします。野堀会長、中山幹事 御指導よろ

しくお願いします。 

野堀  喜作 ７月７日七夕が初例会、１年に１度でなく１週間に１度のご出席を宜しくお願い致

します。今年宜しくお願い致します。 

中山  正巳 岡添直前会長、飯田直前幹事１年間ご苦労さまでした。完璧１００％出席にただ敬

服です。少しだけ見習って行きたいと思います。一年間の皆様のご協力をお願いし

ます。加藤会長、小林幹事 早速の来訪ありがとうございました。 

岡添  紘樹 ２０代目 野堀会長すばらしいスタートをされますように！ 

塚田  陽威 皆様 野堀年度第一号 新入会会員門脇先生を宜しく （会員増強委員長です。） 

伊藤  潔 記念すべき２０周年の節目の野堀年度スタートおめでとうございます。今月は２週

連続移動例会となります。１７日（日）納涼会、２１日（木）会長・幹事慰労会を

予定していますので、会員の皆様のご参加をお待ちしています。 

染谷  洪一 新しい年度のスタートおめでとうございます。門脇会員をよろしく。 

綿引  信之 赤いタスキから紫のタスキに変わりました。野堀年度の裏方としてユニークな年度

のお手伝いが出来ればと思っております。ご協力宜しくお願い致します。 

長谷川 惠三 野堀年度の船出を記念して。 

飯田  正行 野堀年度スタート万歳！タスキがなくなると肩がカル～イ 野堀会長、中山幹事の

御活躍をお祈りします。 

佐藤  裕光 バンザイ、週報第一号創刊。みなさま、ご協力ありがとうございます。これからも

ずっとよろしく。 

ニコニコＢＯＸ 

本日の合計 ￥５５，０００－ 

本年度累計 ￥５５，０００－ 



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■ 

 

いよいよ高校野球の地区大会が始まりました。 

各チームの選手を紹介する冊子をみますと、５年前の少年野球の子供たちが、立派になって 

県南の各高校の主力選手となって活躍しています。さあ甲子園、そして将来をめざして前進。 

週報も前進、やっと写真が送れるようになりました。 ゆうこう      クラブ会報委員長  佐藤 裕光 

 

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

会報の制作は少し慣れてきましたが、これと平行してホームページの制作も行っております。 

今のところ主に会報のアップをしているだけなのですが、「是非これをホームページに！」と思う内容、

情報などお知らせ下さい。少しずつ暇をみて更新して行きます。そうそう、ドメイン名が「四六のガマ」

ですから、どなたかマスコットを考えて頂けませんか？ 

                                クラブ会報委員   齊藤 修一 

 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） 

   ７月２８日（木） 新入会員紹介・挨拶         各担当委員長事業計画発表 

 ８月 ４日（木） 理事会 11：00～       於オークラ4F 

                会長挨拶野堀喜作会長２０周年実行委員会 

 ８月１１日（木） 休 会（定款第５条第１節により） 

 ８月１８日（木） クラブ総会          2004～2005年度 決算・監査報告 

               2005～2006年度 予算（案）について 

 

 ８月２５日（木）「会員増強月間に因んで」    塚田陽威委員長 

 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 


