
「地球に役立つクラブを目指そう！！」 
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会員増強及び拡大月間 

小城 豊 会長就任挨拶 

7月6日（木） 例会報告 

Index 

会長就任挨拶／幹事報告・幹事就任挨拶／ 

誕生日・7月奥様誕生祝・結婚祝い／ニコニコBOX その他 

 つくば学園ロータリークラブ第32代会長を拝命

致しました。微力ではありますが、菅原 俊幹事

と二人三脚で一年間、全力で駆け抜けて参りま

す。 

 思えばロータリークラブとの出会いは50年ほど

前に遡ります。祖父が土浦南ＲＣの会員であり、

机の上には「ロータリーの友」「会報」が山積み

になっていて、子供ながらにロータリークラブと

は？と思っていた頃を思い出します。時を経て私

自身がロータリアンとなり、12年が経ち会長職を

拝命するとは夢にも思いませんでした。歴代会長

が素晴らしい方々ばかりなので、32年間の歴史に

傷が付かないよう魂を込め取り組みます。 

 本年度、32年間の歴史の中最も多い期首83名の会員数で、同時に第2820地区でナンバー４入りを果たし

スタートします。歴代会長が会員増強を進めた結果であり、大野直前会長が多くの新入会員を紹介して頂

いた賜物と感謝します。若い会員も増えクラブ内は活性化し、会員間の絆も深まり奉仕活動をするには良

い状況です。この恵まれた環境での会長職は大変幸運なことです。歴史と伝統を継承し、温故知新の精神

で内部充実を図り、時代や地域社会の変化に対応していきます。 

 本年度のクラブテーマは原点に返る意味から 

「ジョイン アンド エンジョイ Rotary 心豊かに生きよう・・」 

としました。 

 ロータリークラブはさまざまな分野で活躍する方と交流ができる最高の異業種交流の場です。会員同士

親睦を深め、奉仕活動を通じて感動や夢を共有して心豊かなロータリーライフが送れます。つくば学園

ロータリークラブの会員であることに誇りを持てる素晴らしいクラブ運営を目指していきます。 

 例会・事業全て楽しい一年にします。理事・委員長そして会員の皆様ご協力をお願いいたします。 

会員増強及び拡大月間 
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会員増強及び拡大月間 

 
菅原  俊幹事就任挨拶・幹事報告  

 小城年度の幹事を仰せつかりました菅原です。

幹事という大役をしっかりと行い、小城会長を支

え、会員のみなさまには幹事報告をきちんと伝

え、楽しく素晴らしい小城年度にして参ります。

それには会員の皆様に多大なご協力をいただくこ

とになります。どうか一年よろしくお願いしま

す。 

小城年度の第１回目の幹事報告をします。 

▶8月プログラムの件 ▶納涼パーティー企画の件 

▶つくばダン魂協賛の件 ▶ジュニアオーケストラ

支援の件 ▶米山奨学生受け入れの件 ▶つくば学

園ＲＡＣ決算報告の件 ▶次年度ガバナー補佐排出

の件 ▶その他（まつりつくば・土浦薪能協賛金以来の件／短期・長期交換学生募集の件／豊里学園ワーク

フォーラム講師依頼の件） 

奥様誕生日 

7日 

高田稔美 様 
♡ 

  清子 様 

11日 

猪野研一 様 
♡ 

  優子 様 

ご結婚祝い 

17日 古本朝彦 様 

18日 鈴木昌実 様 

20日 鬼沢一彦 様 

23日 下間 幹 様 

27日 前島正基 様 

誕生日 

７月の誕生日・結婚祝い・奥様誕生祝い 

1日 下間舞子 様 

11日 猪野優子 様 

16日 志保美香 様 

19日 宮本恵美子様 

29日 藤川美也子様 

30日 野澤玲子 様 

つくばサンライズロータリークラブ 

会長 雨宮淳 様 

つくば学園ローターアクトクラブ 

会長 張 楠 様 

本日のお客様 
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会員増強及び拡大月間 

阿部哲次 
小城新会長、今年1年よろしくお願いいたします。大野直前会長お疲れ様でした。第4例会の「飯田屋」で大い

に飲み明かしましょう！  

飯田正行 小城会長、菅原幹事、新年度スタートおめでとうございます。本年度のお二人のご活躍を期待しております。 

五十嵐徹 本日、水戸に支店をオープンしました。みなさん、よろしくお願いいたします。  

石井一 小城会長、菅原幹事、他新役員のみなさん、一年間頑張ってください。   

猪野研一 結婚祝いありがとうございました。新年度の大成功を記念申し上げます。 

猪野研一 結婚祝いありがとうございました。新年度の大成功を記念申し上げます。   

浦里浩司 
大野“前”会長、お疲れ様でした。小城会長、菅原一等航海士、操船よろしくお願いいたします。出港の鐘

が、、、、（笑）。頑張って行きましょう！   

大木康毅 小城会長、菅原幹事、お二人のキャラでこの一年楽しい会にしましょう！ して下さいませ。  

大野治夫 
小城年度スタートですね。後、300日を切りました、頑張って下さい。 

大里年度も後一年を切りました。 

大堀健二 
ロータリー財団で、奨学生3名申請して、1,000万使ってきました。大野直前、お疲れ様でした。小城会長、菅

原幹事よろしくお願いいたします。   

川﨑庄一 小城会長、菅原幹事、1年間頑張ってください。  

下村正  第1回理事会、無事終了しました。いよいよ小城丸のスタートです。みなさん沢山の風を起こしてください。  

鈴木一雄  小城会長、よろしくお願いいたします。 

鈴木昌実  小城年度開催おめでとうございます。  

高田稔美  結婚記念日のお祝有難うございました。これで、しばらく平和に過ごせます。 

中田勝也  
新年度、親睦委員会一同頑張りますので、皆様交流よろしくお願いします。 

まずは、7/27会長・幹事慰労会「浅草 どぜう飯田屋」よろしくお願いします。  

中山正巳  
小城会長、菅原幹事就任おめでとうございます。一年間頑張ってください。 明日は七夕です。ひこ星二人

で、どんなかぐや姫に出会うかな？ 

前島正基  
この度は、国際奉仕委員長を拝命いたしました。つくばに相応しい企画を行いたいと考えております。ご協力

をお願い申し上げます。  

前島正基  誕生祝ありがとうございます。還暦まであと2年となります。貫録をつけれる様頑張ります。  

皆葉真治  小城会長、菅原幹事よろしくお願いします。 張ローターアクト会長も頑張ってください。  

村上憲範  小城会長、一年間よろしくお願いします。  

山﨑幸登  小城会長、一年間よろしくお願いします。  

本日の合計 78,000円 本年度累計 78,000円 



 

  

〒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  

ジョイン アンド エンジョイ Rotary 心豊かに生きよう・・ 

2017-18年度 RIテーマ 

つくば学園ロータリークラブ  
例会日： 木曜日 １２：３０～１３：３０ 

例会場： 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 

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 
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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 61 22 0 2 2 77.77% 

 
無断欠勤ゼロ、出席率向上を目指して  

07月13日（木）12:30～13:30  例会  各委員会委員長事業計画発表   ※会場（オークラ アネックス「昴東」） 

07月20日（木）12:30～13:30  例会  大野年度新入会員卓話 

07月27日（木）18:45～21:00  移動例会 「直前会長・幹事慰労会」 
        ・17：00 集合「ホテルグランド東雲」 バスにて移動 
        ・18：45～21：00 会場：東京浅草「どぜう飯田」 
        ・22：00 東雲到着 解散  

08月03日（木）11:00～12:00  理事会 役員・理事、親睦委員長、プログラム委員長 

08月03日（木）12:30～13:30  例会  会長挨拶／筑波ジュニアオーケストラ団員来訪／会員奥様誕生・結婚祝、7月ニコニコ大賞  

08月10日（木）12:30～13:30  例会  「会員増強月間に因んで」大里委員長  ※会場 (オークラアネックス「昴東」） 

08月17日（木）    休会  8月19日（土）へ振替の為  

08月19日（土）18:30～20:30  移動例会 「小城年度納涼パーティー」   ※会場 （ホテルグランド東雲） 

08月24日（木）12:30～13:30  例会  クラブ総会 2016-17年度決算・監査報告 2017-18年度予算（案）について 

               ※会場 （オークラアネックス「昴東」） 

08月31日（木）12:30～13:30  休会 

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

