
「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  

2016-17 大野年度  
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大野 治夫 会長挨拶  

１月26日（木） 例会報告 
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大野治夫会長挨拶／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」 

／新年会 新春ゴルフコンペ／新入会員オリエンテーション／ニコニコBOX その他 

本日はおめでたいお話です。 

2015年の統計の結婚をした夫婦のうち、両方ま

たはいずれかが再婚の確立が25.6％と言う事

で、1/4、4組に1組は再婚だと言う事です。良い

ことではないかと思います。1952年以降、最も

再婚率が高く、厚労省の調べでは、離婚や再

婚の昔に関して抵抗感がなくなってきた背景に

あるのではないか報告が出ていました。2015年

の結婚の組数は63万5156組、分析の結果二

人とも初婚の組は46万4975組、全体の73.2％と言う事です。旦那さんだけが再婚の方は6

万3588組で約10%、奥さんが再婚の場合は4万5268組で7.8%いずれも再婚だった組が6

万1325組で9.7%でした。平均の結婚年齢ですが、両方が初婚の場合の平均年齢は旦那

さんの30.7歳、奥さんの年齢が29.6歳で過去最高だった14年に比べると妻ともに1.2歳ほど

遅くなっているそうです。晩婚化が進んでいると言う事で、これが少子化にも繋がるのではな

いかという事が言われています。また、ちょっと違う部分で国際結婚ありますが、３．３％にあた

る2万975組が国際結婚の割合となります。一番多かったのが2006年の６．８％。倍くらいの

組数があったと言う事です。それ以降減少傾向にあると言う事です。 

この出生数や結婚については厚労省が年に1度調べたものが数字で出しているという風なこ

とになっています。今日はめでたい結婚の話でした 
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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」 
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こんばんば、あけましておめで

とうございます。新しい年になりました。 

早いもので大野年度も前半の半分が終わりました。 

これもみなさまのおかげだと思っております。 

早いもので1月も半分が過ぎました。 

これから先はIMと地区大会です。皆さまの参加協力よろし

くお願いいたします。 

 
「新年会」 新春ゴルフコンペ：筑波東急ＧＣ 

ようこそ、筑波山へ 

みなさんの前でマイクを持つと言う事な滅法なくなり、少し上がっ

てます。私がガバナーをやったのが2000年、2001年でしたので、

15～6年程経っています。 

つくば学園ロータリークラブが大いに活動している事は、大野会

長をみてもすごく感じられます。地区内でもとても評判になってお

ります。今後とも大いに頑張っていただきたい！！ 

みなさん、大野年度も半年が過ぎて、1月も過ぎようかとして

います。 

残り5か月と数日、大野年度が何事もなく無事に過ごすこと

ができますように乾杯します！！ 

大野会長挨拶 

吉岡ポストガバナー挨拶 

齋藤直前会長 乾杯の挨拶 
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木村親睦委員長の今年初キス 笑 
浦郷会員、いつもおいしい日本酒 

ありがとうございます！！ 

恒例の大野会長・磯山会員のツー

ショット！！ 

豪華刺身盛り！！ 
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木村委員長 お疲れ様でした！ 

井田会員の渾身のカラオケ 

ｷﾀ――(ﾟ∀ﾟ)――!! 
小城会長エレクトの十八番！！！ ダンスも始まりましたー！！ 

今日は新年にふさわしく、大勢で賑やか

に大野年度新年会になりました。 

ありがとうございました。 

夜の例会の人数の集まりは大野年度はと

てもすごい！屋形船、クリスマス、そし

て新年会、本当に素晴らしくできている

ので、来年も同じようにやっていきたい

と思っています。残りの大野年度、何事

もなく大いに活性していけるよう全員で

頑張っていきましょう。今日はありがと

うございました。 

小城会長エレクト閉会挨拶 
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新春ゴルフコンペ 

優勝 井田充夫会員 

第3位 瀬戸口進会員 

準優勝 塙 徹会員 

 
新入会員オリエンテーション  

一誠商事株式会社 五十嵐 徹 様 有限会社タクミ不動産 松金 巧 様 

積水ハウス株式会社 高橋 弘二 様 
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Congratulations  1月の誕生日・奥様誕生祝い・ご結婚祝い  

1日 野堀喜作 様 

2日 小関 迪 様 

18日 吉岡隆久 様 

22日 秋元佳祐 様 

22日 中野 勝 様 

23日 北島睦男 様 

24日 磯山正蔵 様 

24日 菅原 俊 様 

28日 塚越俊祐 様 

30日 志保達郎 様 

31日 川﨑庄一 様 

1日 菅原浩子 様 

3日 大里裕子 様 

8日 阿部京子 様 

13日 馬場二三子様 

15日 中野真粧美様 

21日 沼尻恵里子様 

誕生日 奥様誕生日 

6日 

増田忠則 様 
♡ 

  正子 様 

9日 

藤川雅海 様 
♡ 

 美也子 様 

18日 

路川淳一 様 
♡ 

  優子 様 

19日 

星 栄一 様 
♡ 

  香織 様 

21日 

木村英博 様 
♡ 

   綾 様 

22日 

本多史郎 様 
♡ 

  景子 様 

ご結婚祝い 

お誕生日・ご結婚記念おめでとうございます！ 
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飯泉智弥 
19日の、新年会参加出来ずにすいませんでした。残りのイベントはなるべく

参加したいと思います。 

井田充夫  
新年ゴルフ大会で、せっかく優勝カップを返しましたが、また、持って帰るこ

とになりました。若い人達のスコアーの方が良かったのですが、ＲＣは老人

大野治夫 
本日18：30～山水亭において、第1回新会員オリエンテーションが行われま

す。入会3年未満の会員は義務出席となります。よろしく！ 

川﨑庄一    誕生祝ありがとうございました。 

北島睦男 

都合で2週間連続欠席しました。特に新年会に出席できなかった事が残念で

す。改めまして、本年もよろしくお願いいたしまします。今後も努めて出席で

きるように頑張ります。 

村上義孝      
柴原室長、杉原さん、本日はありがとございました。私も、市民活動部会

の副部会長として、引き続き頑張って活動していきます。   

村上憲範 本日のオリエンテーションよろしくお願いします。 

 
ニコニコBOX 

本日の合計 １9,000円 

本年度累計 762,000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 

82 53 29 4 3 ３ 70.08% 

 
無断欠勤ゼロ、出席率向上を目指して  

本日のお客様 

筑波山地区ジオパーク推進協議会

事務局本部 柴原 利継 様 

筑波山地区ジオパーク推進協議会

事務局本部 菅原 薫 様 

東京東江戸川ロータリークラブ 

鈴木 冨士雄 様 
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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  １月・２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 

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」 

02月02日（木） 理事会11:00～12:00  役員・理事 Ｐ委員長、親睦委員長 

02月02日（木） 例会  12:30～13:30・会長年頭挨拶 半期決算報告 「つくば学園ロータリー基金について」齊藤委員長  

                会員奥様誕生結婚祝 12月ニコニコ大賞 

02月09日（木） 休会 2/11（土）に振替の為 

02月11日（土） Ri第2820地区第６分区「IM/インターシティーミーティング」 場所：ホテルマロウド筑波（TEL：822-3000） 

   13:30 登録・受付 14:00 開会 14:30 基調講演 16:05 発表「クラブ満足アンケート集計発表2クラブ」 

   17:00 懇親会 18:40 閉会 

02月16日（木） 例会 12:30～13:30  招待卓話 つくば市市長 五十嵐立青氏「つくば市政について」 

02月23日（木） 例会 12:30～13:30 会員卓話 水戸証券株式会社つくば支店 支店長 高畠克友会員 「今年の株価の展望」 

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

