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大野 治夫 会長挨拶  

10月６日（木） 例会報告 
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／招待卓話／ワイン同好会／本日のお客様 ニコニコBOX その他 

今日は法律についてをお話しします。うっかり、

法律違反をしてしまうということに遭遇すると思い

ます。まずは車の中にバットを入れておくと、鉄パ

イプや木刀、角材なとと同様の凶器とみなされ

ます。第2に宅配業者に道を聞かれて嘘を言う

です。軽いもので1日以上30日未満の拘留か

千円以上1万円未満の罰金だそうです。3つ目

は、並んでいる行列に割り込みをするです。軽犯

罪法に問われることもあります。次に車のクラク

ションをすぐ鳴らすという事です。見遠しの悪い所ではクラクションは鳴らさないといけないので

すが、そうでないときに鳴らすと道交法違反になります。5つ目は指定日以外にごみを出すで

す。何人もみだりに廃棄物を捨ててはならないとなっていて、5年以下の懲役もしくは1,000

万円以下の罰金になります。次は道路につばを吐くです。軽犯罪法で罪に問われるそうで

す。7つ目は結婚式に乱入するです。儀式妨害の罪に問われるそうです。入学式、卒業

式、各表彰式も対象となるそうです。次はけんかを申し込む、応じるです。明治22年に制定

された決闘罪に関する法になります。9つ目は家族に届いた手紙を開封するです。他人の信

書と正当な理由なく開けたら警報133条によって信書開封材に問われる恐れがあります。

10番目は釣銭を多くもらったのに気づいていながらも何も言わずに持ってきてしまう行為が

財産上不法の利益となり10年以下の懲役に処せられることもあるそうです。ちょっとした行

為ですが、犯罪になってしまうことになるので、みなさん覚えておいていただきたいです。 
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篠崎 忠志 幹事報告  

 
幹事報告 

昨年の鬼怒川災害の献金のお礼を頂いています。 

第４回理事会の報告 

１．１１月のプログラムの件 職場訪問の件 

2.１１月３日森創り創成事業及び第２回１１月２０日

つくばマラソンエイドステーション企画設置運営の件 

３．クリスマスパーティの件 １２月１０日に実施いたし

ます。 

４．お月見パーティ決算の件 

５．１７年度１８年度、地区の副幹事推薦依頼の件 

６．８月実施のダン魂協賛の件 

７．WSCこの指止まれ賛助の件 

８．クラブ定則細則諸規定についての件 

９．筑波大学留学支援団体との意見交換会の件 

１０．出前卓話１１月１０日第１例会に予定 日本ボーイスカウト連盟からの協賛要請の件 

 ガバナーエレクト  保延輝文様  挨拶  

本日はエレクトという立場で表敬訪問させて

頂きました。今回は吉岡さんの推薦で将来ガ

バナーが決定しました。 

６分区もご支援をいただきガバナーを行って

いかなければなりません。 

どうぞよろしくお願いいたします。 
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 地区幹事  山本進様  挨拶  

本年より3年間地区幹事を仰せつかりました。 

よろしくお願いいたします。 

2018年度4月5月に地区大会があり、会場にノ

バホールをお借りできることができましたので、開催

はつくばになりますが、皆さまのお力添えをどうぞよ

ろしくお願いいたします。 

また、地区副幹事としまして、今月中に2名ご推

薦いただきたいと思います。 

併せてよろしくお願いいたします。 

 

 つくばユナイテッドサンガイア  

理事長  都澤みどり様  招待卓話  
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都沢理事長ありがとうございました！大野会長、実は長身！？ 
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本日のお客様  

 
ワイン同好会活動報告  

ワイン同好会が馬場会長の挨拶で開催中です、本日はフランス、ロワール地方白ワインとブルゴー

ニュ地方の赤�と秋の旬魚「秋刀魚、エゾ鹿」の取り合わせを？楽しんでいます^_^  

国際ロータリー第2820地区ガバナーエレクト 保延輝文 様 国際ロータリー第2820地区 地区幹事 山本 進 様 

つくばユナイテッドサンガイア 理事長 都澤みどり 様 NPO法人 Dance Associtation Seede 林田祐樹 様 
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Congratulations  10月の誕生日・奥様誕生祝い・ご結婚祝い  

４日 大野治夫 様 

9日 路川淳一 様 

11日 鈴木一雄 様 

13日 藤川雅海 様 

17日 池田一郎 様 

23日 柴原 浩 様 

28日 中田勝也 様 

5日 木沢ひろみ様 

21日 磯山とし子様 

30日 小城由美 様 

30日 西村美穂子様 

誕生日 奥様誕生日 

おめでとうございます！ 

1日 

村山友彦 様 
♡ 

  春香 様 

4日 

菅原 俊 様 
♡ 

  浩子 様 

5日 

石井 一 様 
♡ 

  早苗 様 

5日 

広瀬 潤 様 
♡ 

  未希 様 

6日 

東郷治久 様 
♡ 

 富紀子 様 

6日 

沼尻真一 様 
♡ 

 恵里子 様 

9日 

村上憲範 様 
♡ 

 かをる 様 

14日 

田口幸男 様 
♡ 

  葉子 様 

15日 

浦郷浩司 様 
♡ 

  晴美 様 

22日 

篠崎忠志 様 
♡ 

  けい 様 

23日 

中山正巳 様 
♡ 

  敬子 様 

27日 

瀬戸口進 様 
♡ 

  博美 様 

29日 

上野 修 様 
♡ 

  いゆ子 様 

ご結婚祝い 
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大野治夫    

保延ガバナーエレクト、山本地区幹事、ご訪問ありがとうございました。先週は、ガ

バナー公式訪問お疲れ様でした。私は、29日の夜から下痢が酷く何も食べられず

（8食）で、日曜日ゴルフをしましたが、体力が無く立っていられないほどでした。皆

さん健康が一番ですよ！ 

大野治夫  都澤理事長、卓話ありがとうございました。  

石井一    結婚27年目ですが、記念日を忘れていました。ありがとうございました。  

木沢藤房    
昨日、妻の誕生日でお花を贈っていただきまして、大変ありがとうございました。思

い出したように「お父さんからは？」と何度も言われました。 

木村英博     都澤さん、有難うございました。応援しております。  

下村正     
出席免除会員になっていいよ。と聞いて大変なショックと感慨深い思いがしました。

うれしいような、寂しいような・・・！ 

高田稔美    
5歳の長男の小学校受験が無事終わりました。小さな体で机に向かう姿を見て、自

分も何かしなければと、一週間酒を断ちました。短くてすいません！26日の3クラブ

合同例会は沢山飲みたいと思います。  

広瀬潤  
結婚記念日ありがとうございます。屋形船で嫁を連れて行ったのですが、ロータリー

の方々は、とても親切で気さくな方が多いとの感想でした。今後とも、妻共々よろし

くお願いいたします。 

路川淳一  

 ポルシェ新型パナメーラで、アウトバーンを250㎞の速度で走行してきました。

パーティーでは、ベンツの時同様乾杯挨拶は、中国販売店オーナーでした。このま

までは、高級車は全て中国人に買われてしまいます。ロータリーの皆様、お一人様

一台ご協力をお願い致します。 

ガバナーエレクト保延輝文、地区

幹事 山本進  
色々とお世話になります。よろしくお願いいたします。  

 
ニコニコBOX 

本日の合計 53,000円 

本年度累計 384,000円 

会員数 出席数 欠席数 
内無断 

欠席数 
出席免除数 メイクゲスト 出席率 

83 55 23 0 2 ４ 72.83% 

 
無断欠勤ゼロ、出席率向上を目指して  
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〒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 

地域に役立つクラブを目指そう！！ 

2016-17年度 RIテーマ 
つくば学園ロータリークラブ  

例会日： 

例会場： 

木曜日 １２：３０～１３：３０ 

オークラフロンティアホテルつくば 

１．真実かどうか 

２．みんなに公平か 

４つのテスト 

３．好意と友情を深めるか 

４．みんなのためになるかどうか 

つくばオールロータリアンFaceBook同好会は、つくばの３クラブのロータリアンとローターアクト、インターアクトの 情報などをFaceBook上で共有していま

す。皆様、ぜひご活用ください 

つくば学園・つくばシティ・つくばサンライズ・ローターアクト  

 

ホームページもご覧下さい 

http://www.46gama.com/  

つくば学園ロータリークラブ

京都山城ロータリークラブ 
（第２６５０地区） 

友好クラブ 

プログラム予告  １０月 

公開  https://www.facebook.com/tsukubagakuenrc/?fref=ts  

非公開 https://www.facebook.com/groups/1482018048750125/?fref=ts  

非公開QRコード 公開QRコード 

10月13日（木） 例会  12:30～13:30 米山月間 卓話 地区米山奨学委員「井田充夫会員」 

10月20日（木） 移動例会 12:30～20:00 第１回職場訪問&懇親会「大和ハウス工業（株）二宮町Ｄｒｏｏｍ」見学 

10月26日（水） 移動例会 19:00～20:30 3クラブ合同夜例会 

10月27日（木） 「３クラブ合同例会」へ振替 

https://www.facebook.com/tsukubagakuenrc/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/1482018048750125/?fref=ts

