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大野 治夫 会長点鐘・会長挨拶  

7月14日（木） 例会報告 
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本日はお客様でつくばシティロータリークラブ久

松会長、松本幹事、つくばサンライズロータリー

クラブ雨宮会長、つくば学園ローターアクトクラ

ブ胡亜萍会長に来ていただきました。例会にご参

加頂き誠にありがとうございます。 

楽しい例会をいつも開催しています。会員皆さま

との交流も深めて、是非当例会を楽しんでいって

いただきたいと思います。 

運営がまだまだバタバタしてますが、温かい目で

見守ってください！ 

無断欠席ゼロ、出席率向上を目指して、一年間頑

張ります！！ 

つくばシティＲＣ 久松林会長 つくばシティＲＣ 松本豊幹事 つくばサンライズＲＣ 雨宮淳会長 つくば学園ＲＡＣ 胡亜萍会長 

会長挨拶をする大野 治夫会長 

左から吉岡隆久委員長・中田勝也委員・内田智宏委員 

ＳＡＡ（Ｓergeant-At-Arms） 

会場は私たちが準備進行します！ 
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篠崎 忠志 幹事報告  

 

今回は幹事報告はございませんが、今年度

の「つくばダン魂中学生ストリートコンテ

ストつくばから世界への発信2016」が開催

されます。当クラブとして30万円協力させ

ていただきました。その他、９名の会員の

皆さまから志を頂いています。ありがとう

ございます。無事開催できることを心より

お祈り申し上げます。 

 
久松  林様  つくばシティＲＣ  会長挨拶  

 
 つくばシティロータリークラブ、歌って

踊れる会長の久松でございます。通称ガル

シア久松です。大野会長、桜に参加してい

ただきありがとうございます。私の隣で美

味しそうに日本酒を頂いていまして、本当

にありがとうございました。 

 つくば学園ロータリークラブは60名を超

えるクラブで大変びっくりしています。国

際ロータリークラブでも60名を超えるクラ

ブは５％程度です。本当に素晴らしいクラ

ブだと思います。そこで、人数が増えることは素晴らしいことなのですが、新入会員

への研修や現在の会員への勉強会が重要になると考えています。我々つくばシティ

ロータリークラブは、現在50名ですが、私は入会して７年目で幹事をやりましたが、

実際にやってみると何もわかっていないことを痛感しました。その経験をもとに、昨

年から新入会員の皆さまには教育を行っています。これが意外と評判が良くて順調に

引き継いで行っています。わたしの会長方針は、「共に楽しみ共に汗をかき活気溢れ

るロータリークラブ」と致しました。文字通り皆で協力して楽しくやりましょうとい

うことです。クラブ間ももちろん、大野会長とも密に連絡を取り合って話し合って盛

り上げて行きたいと思います。これからもよろしくお願いいたします。 

ダン魂2016のお知らせをする篠崎忠志幹事 
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雨宮  淳様  つくばサンライズＲＣ 会長挨拶  

 
松本  豊様  つくばシティＲＣ  幹事挨拶  

 
 学園ロータリークラブの例会は今回で

２回目でございます。当クラブは非常に

キビキビしておりまして、シティーロー

タリークラブと比べると大分違うなと感

じております。また親クラブとして勉強

の為に国際奉仕活動に参加させて頂きま

した。その時、飯田前委員長を始め参加

者の皆様に大変お世話になり、この場を

借りてお礼申し上げます。 

 つくばシティロータリークラブは会員

50名スタートで、昨年数から４名増員を目指しています。つくば学園ロータリークラ

ブは男性会員のみという事ですが、つくばシティロータリークラブは女性会員も大歓

迎でございます。女性で入会を希望されている方がいましたら、是非紹介よろしくお

願い致します。 

 
つくばサンライズ13代目の会長となりま

す。会員３名スタートで始まりました。 

会員同士、お互いに分り合って行こうと

始めています。例会は月２回の夜の例会

に変更し、７月１日には奉仕事業をやり

ながら慰労例会も実施しようということ

で、フィリピン・マニラに行って来まし

た。ガバナーの就任式それから消防車・

救急車の贈呈式・医療方針を伝え、最後

のパーティを移動例会という形にして、フィリピンの3810のガバナーから新入会員５

名の定義を設けました。 

８月５日にガバナー公式訪問があるので、それまでに２名増員を目指します。国際奉

仕の奉仕事業をやりたい方を募り、これからも一緒にロータリークラブの活動を行っ

ていきたいと思っていますのでよろしくお願いします。 
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 今年度会長としてこの場に立ってい

ますが多くのメンバーの思いを持ち責

務感じて緊張してます。 

今年度は国際交流に力を入れたいと

思ってます。理念は「異文化を理解し

日本を愛し世界に興味を持つ。国際的

な視野を持とうというビジョンひろげ

よう」としました。 

つくば市は国際都市つくばをキーワー

ドとして国際化事業を展開し、筑波大

には2500人の留学生いますが、日本人とほとんど交流を持たず母国に帰ってしまう学

生も多くいます。そのような留学生に対してローターアクトクラブの活動を通してよ

り多くの留学生に日本社会を理解してもらい、チャンスを提供したいと思っていま

す。そして日本の架け橋となり国際交流を深められればと考えています。 

私は2014年に米山奨学生として、当クラブの例会に参加する機会を頂きロータアクト

クラブに入会しました。おかげで日本人とのコミュニケーション能力が付きました。

就職活動で一番感じたのがコミュニケーション能力でした。皆様とコミュニケーショ

ンができたので、面接では普通に話すことができました。今後はローターアクトとし

て日本で就職したい学生を応援する活動をし、日本の企業の魅力を知る企画も立てて

行きます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 
各委員会  事業計画  

事業計画は「職場訪問・会員卓話・講師派遣・その他」と

なっております。昨年は大和ハウスの茨城工場やガラスの工

場を見学した事がありましたが、今年も職業奉仕で決まりま

したので紫峰会の方にはお願いしております。Ｄルームとい

うものが二宮にあるという事でＤルーム見学会を考えており

ます。代表する企業・研究所には会員と相談をしながら行っていきますのでよろしくお願いい

たします。 

職業奉仕委員長 鬼沢 一彦 

 胡亜萍 様 つくば学園ＲＡＣ 会長挨拶 
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親睦活動委員長 木村 英博 

７月４日に会長行きつけのお店で第一回の委員会を開催いた

しました。夜を盛り上げて行こうという事で会長・野沢さん

にオブザーブして頂き、11名に参加していただきました。８

月20日家族同伴の納涼会を開催する予定としております。ク

リスマス会が12月10日、新年会が１月19日大里プログラム委

員長とコミュニケーションを取りつつ家族の皆様、新入会員の皆様がつくば学園ロータリーク

ラブに溶け込む様な場作りをして行きたいと思っております。 

各委員長様にとってもご協力頂きながら一年間楽しいプロ

グラムを組んでいきたいと思っています。 

基本的には大野会長のご意見も尊重し、第３例会は夜移動

例会という事になります。また、新入会員卓話・○周年の

節目の会の卓話、外部招待卓話としては理事会で承認を得ながら時間制限を外したり、慰労例

会といったプログラムを計画していきたいと思っております。是非皆様のご協力をお願い申し

上げます。 

プログラム委員長 大里 喜彦 

今年の事業計画としましては例会の運営という事で、楽しく

有意義な例会、そして規律ある例会という事でしっかりと運

営してまいりたいと思います。 

またニコニコBOXですが一人あたり３万円という金額が定め

られていますので、達成できるよう工夫しながらやってまい

りますので、どうぞよろしくお願い致します。 

会場監督委員長 吉岡 隆久 
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大野治夫  

本日は、シティRC 久松会長、松本幹事、つくばサンライズ

RC 雨宮会長、ご来訪有難うございます。  

一年間頑張りましょう。  

木村英博  

来週、直前会長・幹事の慰労会が、 

ホテルベストランド「ラ ポルタ」で行われます。 

18：30スタートです。  

どうぞよろしくお願い申し上げます。 

高田稔美  

本日、つくば市優良建設工事表彰をいただきました。賞を励み

に、今後も頑張ります。 

きっと、生コンの質が良かったのです！ 

中田勝也  

SAAになりました。 

先輩方に教わりながらこれから頑張ります。 

よろしくお願いします。   

中山正巳  

大野会長の出港おめでとうございます。 

SAAに弁護士3名の投入。謎の法律事務所みたい！ 

PS.：亜萍ちゃん！ローターアクト頑張ってください。 

古本朝彦  

先週は、誕生祝をいただき有難うございました。  

私は、日本酒は飲まないのですが、代わりに妻が、大変喜んで

おりました。  

村上義孝  

この度、JICAの中南米派遣調査団の団員に選ばれました。 

全国の中小企業の経営者10名が9月にアルゼンチンとパラグア

イに行ってきます。   

つくばシティRC 

会長 久松 

幹事 松本  

 今年度の、会長 久松と、幹事 松本でございます。ご指導

よろしくお願い申し上げます。  

 
ニコニコBOX 

本日の合計 35,000円 

本年度累計 101,000円 
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会場スナップ  

 無断欠勤ゼロ、出席率向上を目指して  

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 

77名 54名 23名 3名 3名 4名 78.37% 

お誕生日おめでとうございます！ 皆さん話が弾んでいます！ 
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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 

 Email : gakuenrc@46gama.com  

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 

つくば市吾妻1丁目１３６４－１  

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 7月 8月 

７月21日（木） 移動例会 18：30～20:30 直前会長・幹事慰労会 ホテルベストランド「ラ ポルタ」 

７月28日（木） 例会           オークラ 

８月４日（木） 理事会 11:00～12:00       アネックス2F「夕映えの間」  

    例会  12:30～13:30       アネックス「昴西」  

８月11日（木） 休会 祝日「山の日」 

８月18日（木） 休会 8/20（土）「納涼パーティー」へ振替の為 

８月20日（土） 「2016！納涼パーティー」      集合:ホテルグランド東雲 

    スケジュール 

    15:00 受付開始 ⇒ 15:10 開会・バス出発 ⇒ 15：20 お客様紹介（車中にて） ⇒  

    17:00 屋形船出航 ⇒ 19:30 閉会（バスにて帰路） ⇒ 20：30 ホテル東雲着 解散 

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 

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

