
「地球に役立つクラブを目指そう！！」 

TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. It is the 31th year since 1986  
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大野 治夫 会長挨拶  

12月１0日（土）「クリスマスパーティー」 例会 
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ビンゴ大会／協賛一覧／スナップショット その他 

今年も家族と共にに過ごすクリスマスパーティーが今までで最高の134人の方に参加して頂

き、開催されるという事、本当にありがとうございます。 

ここでもちょっと蘊蓄。クリスマスとは皆さんご存知の通り約2000年前にキリストが生まれて

祝ってクリスマスを行うという事だそうです。12月25日が誕生日というのはなんの記録もないの

で定かではないという事だそうです。またクリスマスといえば、緑や赤をかざります。 

クリスマスは、ザビエルが1549年に日本に来たときに広めたのが最初と言われています。そし

て、明治に一般の方も広り、行われるようになったといいます。 

本日はつくばシティＲＣ会

長・幹事様、つくばサンライ

ズＲＣ会長・幹事様、胡亜

萍様、張楠様、そして親睦

委員会木村委員長をはじ

め、委員の皆さまありがとう

ございます。 

本日は時間のゆるす限り楽

しんでください。 
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齊藤直前会長乾杯の挨拶  

 

昨年のこの時期は次期会長が決まっていなくて、クリスマスパーティーどころではなかった記憶がありますが、

今年はスムーズで本当によかった。改めて素直に乾杯ができます。 

 来賓紹介  

 

つくばシティーＲＣ（写真：左上） 松本 豊 会長（右） 

      久松 林 幹事（左） 

つくばサンライズＲＣ（写真：上）雨宮 淳 会長（真ん中） 

      酒寄 恵 幹事（右） 

つくば学園ＲＡＣ（写真：左） 胡 亜萍 会長（右） 

      張  楠 さん（真ん中） 
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 余興Par t1  筑波学院大学  パフォーマンス  

かなり緊張して

ます。 

「筑波学院大学 パフォーマンス」 かなり緊張してましたが、子供に大人気でした！！ 
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余興Par t2 ケンニイバンド  

 
 

ケンニイバンドの曲で大盛り上がり、さすがつくば大好き！！ケンニイバンド 

歌よりお

肉だよね 
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ビンゴ大会  

若い子と並んで超うれしそうなんですけど！ 

ビンゴ１番乗り！ 

さすが子供は引きが強い！！ 

よ
く
飛
び
そ
う
な
パ
タ
ー

で
す
ね 

笑 

景
品
ゲ
ッ
ト
で
グ
ッ
ト
！ 

さすが一番の引き方知ってますね～ 

 
今日も全力家族サービス！参加してくれてありがとう！！ 
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お酒２升 1 木村英博会員 

素敵なお菓子セット 10 野澤俊夫会員 

メロンブリュレ 20 鈴木一雄会員 

スペシャル  1 広瀬 潤会員 

霧筑波「知可良」 1 浦里浩司会員 

災害ＬＥＤとお菓子 3 石井健三会員 

２万円分商品券 1 伊藤麻生会員 

ホテルオークラ１万円食事券 1 馬場清康会員 

筑波ハム商品券 4 増田忠則会員 

筑波東急ＧＣペアプレイ招待券とセーター 2 岩瀬弘行会員 

常陸牛カレーとひたち野食事券 3 鬼澤一彦会員 

商品券 2 木沢藤房会員 

ワイン赤白セット 1 高畠克友会員 

ベンツ・ＢＭＷ・ミニ・ポルシェ各種ノベルティ 14 路川淳一会員 

良質景品 2 菅原 俊会員 

美容ローラー 1 高田稔美会員 

ホテルベストランド宿泊券 3 高野 勝会員 

コップセット 8 大野治夫会員 

カラオケバッカス５千円分商品券 130 高野 勝会員 

お茶屋さんがつくった緑茶タルト 5 鈴木昌実会員 

パター 1 赤荻秀康会員 

コーヒーセット 1 井田充夫会員 

ホテル宿泊券 2 東郷治久会員 

山水亭食事券 2 東郷治久会員 

ワンワンランド入場チケット 20 東郷治久会員 

ウエルネスパーク入場券 11 塚越俊祐会員 

ワイン 20 田口幸男会員 

ビンゴで協賛頂きました皆様本当にありがとうございました。 

みんなで楽しくビンゴ大会が開催でき、参加いただいたご家族の方々も本当に喜んで頂きました！！ 

感謝・感謝です♡ 
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スナップショット  
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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  12月・１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 

12月22日（木） 例会12:30～13:30 招待卓話 茨城県 企画部空港対策課 係長 飯村勝輝氏 

         いばらきスカイガイド 田中 恵氏「茨城空港のＰＲ」 

12月29日（木）休会 休会①（定款細則第6条第1節） 

01月05日（木） 理事会11:00～12:00  役員・理事 Ｐ委員長、親睦委員長 

01月05日（木） 例会  12:30～13:30・会長年頭挨拶 会員卓話「年男の抱負」会員奥様誕生結婚祝 12月ニコニコ大賞 

01月12日（木） 職業奉仕月間に因んで 現在調整中 例会場：ホテルグランド東雲 

01月19日（土） 移動例会 19:00～20:30 「新年会」 新春ゴルフコンペ：筑波東急ＧＣ スタート9:00（集合8:30） 

01月26日（木） 例会 12:30～13:30  招待卓話 つくばジオパーク推進室「筑波山地域 日本ジオパーク認定」 

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

