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会長退任挨拶 

野堀 喜作 

  

会長としての 後の挨拶をさせて頂きます。 

岡添会長の後を継いでの会長職、岡添・飯田の 強完全主義コンビの後の野堀・中山の陽あたりコンビ、

会員の皆様も大変心配されてのスタートであったと思います。それなのに、20周年の記念事業の年でもあり

ました。しかし、そこは今年度 高の隠し兵器であり影の実力者の増山実行委員長・塚原副幹事、次郎長一

家の大政小政の綿引副会長・川崎理事・国府田理事、少し我がままでやることはやる東郷理事、会計理事の

下山田さん、無理を頼んでSAをして頂いた下村君、20周年パーティー・親睦行事・新入会員のお世話の伊

藤さん・大野君、そして、20年間のノウハウを指導して頂きました歴代会長・幹事の皆様、 高の紙面をお

作り頂いた佐藤君・齊藤君、全ての会員の皆様、ありがとうございました。20周年事業は、このような素晴

らしい会員の皆様に全部をお任せ致しましたので、素晴らしい20周年になれたと確信を致しております。 

20周年事業を終了してから

は、何もなくてはと思い 後の2

カ月で5名の拡大を目指しまし

た。こちらの方も塚田委員長をは

じめ皆様のご協力で、4名の素晴

らしい新入会員の皆様に会員に

なって頂きました。 

この一年間、色々至らない会長

でしたが、皆様のご協力でつつが

なく過ごすことができました。本

当にありがとうございました。

後に私をいつも支えて下さいまし

た中山幹事・影広さんに心より感

謝を致しまして退任の挨拶とさせ

て頂きます。 

野堀会長 退任挨拶 
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野堀会長・中山幹事 退任挨拶 
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幹事の退任にあたり 

２００５-０６幹事 中山正巳 

2005年７月７日の例会を皮切りにスタートした野掘年度も、やっと本日 終例会をもって、新しい歯車

「増山年度」にバトンを渡すことになりました。思い出せば長い一年でもあり、あっという間の一年でもあ

りました。中村年度の指名委員会で、野掘会長の指名がなされ、その野掘会長より白羽の矢が放たれたの

は、携帯電話という現代の武器によるものでした。会議中であった私の元へプルルン♪。「今、会議中なの

で(たいした会議ではなかったが)短めにお願いします」「じゃー短めに、正巳君、再来年幹事頼むな。頼ん

だからな」でガチャン・・・？？言い訳の間もなくであった。その時には、２０周年の年度であることも知

る由もなく、ただ先輩の命令、「まー しかたねぇーや」で安請け合いをしてしまった自分がそこにいまし

た。その後に、飯田前幹事に「正巳ちゃん、２０周年ご苦労様」とあらためて聞かされ、ドキ（苦）「あら

～どうしましょ」でしたが、どうせやるならその方が、と思うようになるにはそれほど時間がかかりません

でした。しかし、丁度同時期に法人会青年部会県連会長という役職の引かれたレールまたがっており、大丈

夫かな？との不安もありました。

なぜなら、５月の総会シーズンに

は、三つ団体の会長であると同時

に親会の役員。つまり、役員会及

び総会で３×４の計１２回の集中

した日程が必要でした。自分で

も、通年で２回の欠席だけでよく

かわせたな、と関心です。(笑) 

でも、２０周年の幹事もまた光

栄の極みで、よい思い出を作らせ

ていただき感謝です。 

一年間、ミスの多かった幹事で

ありましたが、協力いいただいた

役員をはじめ会員の皆様に心から

お礼を申し上げます。ありがとう

ございました。 

中山幹事 退任挨拶 

６月２９日野堀年度最終例会報告 

岡添直前会長による、 

野堀会長と中山幹事の一年をねぎ

らって乾杯！。 
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プログラム委員会  菅原 俊 委員長 

 

１． 

今年度も新入会員が入会されこともあり、プログラムに 

新入会員卓話を編成し、業界事態等を紹介することによ

り、会員の相互理解を図った。 

 

２． 

プログラムの内容を早期に決定、周知に努めた。 

 

３． 

招待卓話については、地域社会で活躍されている各界の講

師に依頼し,それぞれの業界の 新の話題や歴史など魅力あ

るプログラム編成に努めた。   

各担当理事・委員長 事業報告発表 その３ 

 国際奉仕委員会  東郷 治久 委員長  

 

（上 期） 

６月１８日～７月７日『モンゴル人留学生２名受け入れ』（小、中学生） 

           ホームスティ受入先 ： 古本捷治・東郷治久会員。   

 

７月１７日     『納涼＆国際交流パーティ』   

                              ＪＩＣＡ、筑波大留学生、多数参加。 

 

８月中旬      “この指とまれ”国際奉仕事業の『マニラ貧困学生支援プログラム』に協力。 

          当クラブからは奨学金５万円を援助し、12名の優秀な子供達を大学に送ることが 

          出来た。７月には子供達との対面式も計画されている。 

 

１１月２０日    『ロータリーの森創り』（親睦・社会奉仕と合同） 

           筑波大学・筑波学院大学留学生 参加。 

 

１２月 ８日    『クリスマスパーティ＆国際親善交流』 

            筑波大・筑波学院大学留学生 参加。 

 

（下 期） 

 ４月 ６日    『観桜会』筑波大留学生 参加。 

 

 

 

（後記）  前年度の古本委員長の年度には盛り沢山の行

事がありながら今年度はあまり活動をせず無為に一年を過

ごしてまいりました。反省しております。  
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米山奨学委員会  田上 憲一 委員長 

 

１． 

本年度は、当クラブより米山奨学生の受入はありませんで

した。 

２． 

ロータリー米山奨学金の事業を推進・維持するためにも、

会員全員のご理解・ご協力を頂きまして、次年度は米山奨

学生の受入が出来ればいいと思います。皆様のご協力を宜

しくお願いいたします。 

３． 

１０月の米山月間では地区より紹介された米山奨学生の

『李宜真』さんの卓話を拝聴いたしました。 

 

 会場監督  下村 正 委員長  

 

本年度は、開始と終了の時間を厳守できたと思います。 

例会も秩序正しく、品位のある例会が開催できました。 

又、皆様の協力により、ニコニコボックスもユーモア溢れ

る文面が多く、ＳＡＡとしても楽しむことができました。 

今年度は移動例会が多く重なり、ニコニコボックスへの寄

付の回数に厳しいところがありました。 

移動例会においても、ニコニコの寄付が出来るよう工夫が

必要と思います。 

 

 

増山次年度会長による事業計画発表と、定款細則の改正についての発表を行いました。 

クラブ総会「事業計画・定款細則改正について」 
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小須田 宏二 三年前着工しましたジャックニクラウス設計レイクつぶらゴルフコースがついに完成し

ました。関越自動車道花園インターより１５分です。是非お出かけ下さい。有り難うご

ざいました。 

吉岡  昭文 ノルマ達成かな？野堀会長ご苦労様。 

野堀  喜作 一年間大変お世話になりました。ありがとうございました。これでニコニコボックス４

回目の目標達成です。 

塚田  陽威 久し振りの例会です。 終例会 野堀会長、中山幹事大変ご苦労様でした。 

鈴木  敏雄 野堀会長年度創立２０周年行事などご苦労様でした。 

石川  英昭 野堀会長、中山幹事、他役員 一年間御苦労様でした。 

稲葉  浩吉 野堀会長、中山幹事、この一年間ご苦労様でした。山百合の咲くこの季節になると野堀

年度を毎年思い出すことでしょう。今日は法事のため残念ですが欠席させて頂きまし

た。 

中山  正巳 一年間ありがとうございました。これでやっとセクレタリーのタスキが外せ、テーブル

席に戻ることが出来ます。このタスキが重かった！！ 

東郷  治久 野堀会長、中山幹事、一年間ご苦労様でした。以前はＲＣとは距離を置いていた「あの

野堀さんが会長になるの？」と思っておりましたが、無事お勤めになられた事に、改め

て敬意を表したいと思います。 

菅原  俊 野堀会長、中山幹事、一年間どうもご苦労様でした。 

岡添  紘樹 野堀会長、中山幹事一年間ご苦労様でした。２０周年事業が思い起こされます。 

下村  正 先日イベントパーティで日野輝正のジャズを聴く機会がありました。６４才にして凄い

迫力、感動してしまいました。とにかく凄いのひと言です。 

上野  修 ＳＡＡ下村さんお一人で一年間お疲れ様でした。しかし寂しいからと言って、寝る前に

ゴルフクラブと一緒に寝るのは止めて下さい。と奥様が言っておりました。 

ニコニコＢＯＸ 

出席率 

会員数 出席数 欠席数 内無届欠席数 出席率 

 ６４名   ４４名  １９名    ２名 ６９．８４％ 

出席免除 

１名 

本日の合計 ￥９３，０００－ 

本年度累計 ￥１，６５７，０００－ 



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■ 

 

七夕は六日の夜から七日の早朝にかけて行われる祭事と言われています。小さい頃、願い事を書いた短冊

を笹に飾り付けたのを覚えていますが、今ではどんな事を書いていたのか、その内容を思い出すことが出

来ません。大人になると日々仕事に追われ、夢見的な気持ちを持ち合わせ無くなったせいでしょうか。そ

れとも望みは自分で叶えるしかないと自覚し、常識の範囲を知るようになったせいでしょうか。 

新暦の七月は梅雨の時期で、夜空を見上げて織姫星と彦星が見つけられたら、かなりラッキーかもしれま

せん。増山年度開始にあたり、また一年無事にロータリー活動が続けられるよう願い事をしてみますか。 

 

                                クラブ会報委員   齊藤 修一 

７月 ６日（木） 増山会長・塚原幹事 就任挨拶 

         つくばシティＲＣ会長・幹事 表敬訪問 

         各担当理事 事業計画発表 

         増山年度第一回理事会 オークラ ＡＭ１１：００～ 

 

７月１３日（木） 休会（１５土に振替） 

 

７月１５日（土） 納涼＆国際交流野外パーティ 

                         会場：ゆかりの森  ＡＭ１１：００～ 

 

７月２０日（木）（夜の移動例会）野堀年度会長・幹事慰労会 

                           会場：つくば山水亭 ＰＭ７：００～ 

                                 

７月２７日（木） 各担当委員長 事業計画発表 

 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   
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プログラム 予告 


