
「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 32th year since 1986  

2016-17 大野年度  

Vol. 

 

 

 

 

■ Page 1 

 

11 

10月 経済と地域社会の発展月間／米山月間  

10月5日（木）・10月14日（土）例会報告 

Index 

会長挨拶／第６分区ガバナー補佐 鈴木 明夫様挨拶／幹事報告 

2017-2018米山記念奨学生自己紹介／10月誕生祝い／ニコニコBOX・その他 

第20回土浦薪能鑑賞会及び懇親会 

 

 新年度、第一四半期が無事終了しました。さらに新規

会員を迎え、会員総数84名と最高会員数の記録を更新

し、皆様の協力のもと事業、会員拡大等、順調に進んで

おります。 

 10月11月は様々な事業開催があり、その中でも10/19ガ

バナ公式訪問では欠席者ゼロを目指したいと思っており

ます。皆様のご協力なしには成り立ちませんので、よろ

しくお願いします。 

 今月は米山月間となっています。当クラブは去年会費

導入の際、米山財団への寄付を頂き、クラブ寄付を合わ

せると目標金額の120％の寄付金を募ることができまし

た。米山記念奨学金に関しては資料を一読いただきご理解を深めていただけたらと思っています。 

基本的教育と識字率向上月間  

会長挨拶  2017-18年度会長  小城 豊  

 先程会長よりお話がありましたように、ガバナー公

式訪問の出席を心よりお願い申し上げます。南ロータ

リークラブでは93名の出席、お客様を含め95％の出席

率でガバナー公式訪問を開催することができました。

ガバナー公式訪問は開催予定の半分を無事に終える事

ができています。 

 つくば学園ロータリークラブの会員増加は、皆様の

活動の賜物ではと感じております。微力ながら、第6分

区も協力させていただきたいと思います。 

2017-18年度第6分区ガバナー補佐 鈴木 明夫様 挨拶 
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10月 経済と地域社会の発展月間／米山月間  

1. 11月プログラムの件 

2. ロータリー森創り・つくばマラソンエイドステーション設

置の件 

3. クリスマスパーティー12/9(土)開催の件 

4. ３クラブ合同例会11/16に東雲にて開催の件 

5. 正会員推薦の件 

6. 地区新会員オリエンテーション10/22開催の件 

7. ボーイスカウト青少年育成の件 

8. ガバナ公式訪問の日程、承認の件 

9. 筑波大学基金より留学生後援基金への感謝状の件 

10. 土浦南ロータリークラブ10/10例会は休会 

11. ロータアクトクラブより10/10例会の案内の件 

 米山奨学生 自己紹介 

  
菅原 俊幹事 幹事報告 

筑波大学 章 琳さん 

 出身は中国浙江省こう州できれいな湖がある地域です。筑波大

学人文社会研究科博士の3年生で、現在の研究テーマは映画におけ

る日中移民像の考察、主に北米に在住の日本人移民と中国人移民

の人間関係の分析をしています。 

筑波大学 スルタナ・アナミカさん 

 出身はバングラデジッシュ、筑波大学博士課程の3年生です。

日本に住んでいるバングラデジッシュについて研究していま

す。 

 

お2人はこれからクラブの行事等に参加することになります。よろしくお願いします 
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10月 経済と地域社会の発展月間／米山月間  

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 

28日 中田勝也 様 

5日 木沢ひろみ様 

21日 磯山とし子様 

25日 五十嵐綾子様 

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 

浦里浩司 様 
♡ 

  晴美 様 

15日 

浦郷浩司 様 
♡ 

  晴美 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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10月 経済と地域社会の発展月間／米山月間  

村上憲範 結婚記念祝ありがとうございます。47周年になります。 １０／９ 

小城 豊 鈴木ガバナー補佐、江ヶ崎様、本日ようこそいらっしゃいました。当日はよろしくお願いします。 

鈴木昌実 体調が回復してきました。ガバナー公式訪問は元気に参加できるかな 

鈴木一雄  

高田稔美 
先日の月見例会ありがとうございました。最近美味しい食事が続いています。６キロやせたのにすっかり元に

戻ってしまいました。 

飯田正行 女房の誕生祝ありがとうございました。来年３月まで姉さん女房です。 

猪野研一 
秋の花粉症に苦しんでおります。みなさまの土地にブタクサが生えていたら、メリリと取っていただけますと

助かります。 

浦里浩司 結婚祝いありがとうございます。結婚して何年になるか忘れました・・・。 

大野治夫 誕生祝いありがとうございます。６５才で年金生活が始まります。頑張ってあと半分生きて行きます。 

会員30,000円目標 

ニコニコBOX 

本日の合計 29,000円 本年度累計 334,000円 

 

 

本日のお客様 

第６分区ガバナー補佐 鈴木 明夫 様 

第６分区セレクタリー 江ヶ崎 實 様 

2017-2018 米山記念奨学生 

章 琳 様 

スルタナ・アナミカ 様 
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10月 経済と地域社会の発展月間／米山月間  

 

 

第20回土浦薪能鑑賞会及び懇親会 



 

  

〒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 57 26 2 2 4 75.30% 

 
無断欠勤ゼロ、出席率向上を目指して  

10月19日（木）「2017-2018年度 保延輝文ガバナー公式訪問」役員・理事、入会3年未満の会員は義務出席となります。 

10月26日（木）12:30～13:30  「ロータリー財団月間に因んで」卓話 講師：地区ロータリー財団委員 大堀健二氏 

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

