
「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  
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12月 病気予防と治療月間  

1２月14日（木） 例会報告 

Index 

小城会長挨拶／菅原幹事報告／誕生日・ご結婚記念祝い 

新入会員卓話 五十嵐徹会員／ニコニコBOX・その他 

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  

今年も上半期も終了しました。クリスマス例会では過去最高の138名

の出席を記録するなど皆様本当にありがとうございました。 

本日はＳＡＡについてお話しします。ＳＡＡとはサージェント・

アット・アームスといい、武装軍曹を意味するのですが、中世のイ

ギリスでは王様を守る武装士官や議会の守衛官だといわれていま

す。ロータリークラブでは１９１０年に奉仕に関する言い合いが絶

えず、仲裁に入ったことから、この役割ができたといわれていま

す。今年は北島委員長・木村副委員長を含む8名の方がこの委員会で

活躍されています。1時30分に例会がきちんと終わるというしっかり

とした例会になるのも、北島委員長のおかげです。本当にありがと

うございます。 

本日はクラブ総会で来年の役員が決定します。皆様ご協力よろしく

お願いいたします。 

理事会報告 

1月のプログラムの件 

新年会企画の件 

つくばマラソン決算報告の件 

四半期の決算報告の件 

事務所移転案の件 

地区委員推薦の件 井田委員・東郷会員が選出され、承認 

IM開催の件 

2017-18年度幹事 菅原 俊  

幹事報告 
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12月 病気予防と治療月間  

誕生日 奥様誕生日 ご結婚祝い 

Congratulations    12月の誕生日・奥様誕生祝い・ご結婚祝い  

お誕生日・ご結婚記念日おめでとうございます 

21日 齊藤修一 様 

22日 今川武彦 様 

27日 村上義孝 様 

7日 広瀬未希 様 

9日 中田純子 様 

15日 塚田千恵子様 

15日 鈴木陽子 様 

18日 高田清子 様 

26日 清水智子 様 

誕生日 奥様誕生日 

6日 

野堀喜作 様 
♡ 

  敏子 様 

6日 

宮本 学 様 
♡ 

 恵美子 様 

10日 

冨田浩司 様 
♡ 

 淳子 様 

12日 

大木康毅 様 
♡ 

 真由美 様 

15日 

宮川健治 様 
♡ 

  麗子 様 

18日 

大野治夫 様 
♡ 

 佐多子 様 

24日 

今川武彦 様 
♡ 

  美香 様 

24日 

根本一城 様 
♡ 

  はつ 様 

26日 

磯山正蔵 様 
♡ 

 とし子 様 

ご結婚祝い 

入会おめでとうございます 

入会式 

野堀雄樹会員（写真・左） 

 

月本 昭会員（写真・右） 
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12月 病気予防と治療月間  

会長     大里 義彦 

会長エレクト   皆葉 真治 

幹事     中野 勝 

会計     保原 幸弘 

副会長    塚越 俊祐 

会場監督 委員長  石井 一  鬼沢 一彦 

職業奉仕 委員長  塙  徹 

社会奉仕委員長  伊藤 麻夫 

国際奉仕委員長  古本  朝彦 

青少年育成委員長  北島 睦男 

ロータリー財団委員長 野澤 俊夫 

米山記念奨学委員長 中山 正巳 

広報委員長   鈴木 昌実 

 

クラブ総会 次年度役員 

五十嵐 徹会員 

会員卓話 

大里次年度会長挨拶 

本日は承認ありがとうございます。 

一昨年の大野会長のような色濃い年度になるか、小

城会長のようなスマートな年度になるか、わかりま

せんが、その中間を目指したいと思います。 

当社の歴史を会社案内の沿革を元にお話しします。 

昭和47年 一斉不動産を登記 当時は取手在住、昭和50年

に脱サラをし、土浦市神立で一誠商事が始まりました。私

が6歳の時、昭和56年に現神立支店に借地で会社を建て、賃

貸管理業を管理費として行うようにし、管理費という概念

をもてたので、安定した仕事ができました。昭和59年に建

売分野も進出しました。 

大きな飛躍は、平成16年 阿見町で分譲事業を再度スター

トしました。つくばエクスプレスもよい仕事につながりま

した。今年は水戸に進出し11店舗体制となっております。

200名の社員もおり、今後も手厚い管理を行っていく上では、人件費をかけしっかりとした対応をしていき

たいと考えております。 

県内において足元を固め邁進していきたいと思いますのでよろしくお願いします。 
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12月 病気予防と治療月間  

木村英博 クリスマスパーティとても楽しかったです。親睦委員の皆様、そしてご協力頂きました皆様ありがとうございました。 

大里喜彦 寒くなってきましたね。今年もあと少し！頑張ろう！ 

圡田七百人 今年は参加率が低く申し訳ございませんでした。来年は参加率を上げていきますので引き続きよろしくお願いします。 

塚越俊祐 しばらくぶりの例会参加です昨日まで上海の郊外に居ました。気温はつくばより寒かったです。 

中山正巳 
クリスマス例会では、大変おいしい料理とお酒を頂きました。孫に一足早いクリスマスプレゼントギヤ付き自転車を買って

あげました。その時だけはニコニコでした。 

中山正巳 
大里会長エレクト、間もなくスタートライン一年間はあっという間にゴールだから頑張ってください。そのあとはガバナー

でも目指してください。 

中田勝也 永井様ご出席ありがとうございまします。私、日本語が不自由でわかりません。 

高田稔美 
先日はクリスマスありがとうございました。子供が喜んでおりました。妻へのお祝いもありがとうございます。さあ、今夜

も飲むぞー 

猪野研一 また当て逃げされました。昨年も同じ時期に同じ内容を書きました。狭い日本そんなに急いでどこに行くのかね？ 

塚田陽威 家内の誕生祝いありがとうございます。二人とも大変な年齢になりました。二人で仲良く頑張りたいと思います。 

古本朝彦 
先日はクリスマス会で、高2の娘がサンタさんに子供と認定され、お菓子をもらい喜んでおりました。親睦委員会の皆様あ

りがとうございました。 

大野治夫 結婚記念祝いありがとうございます。今年はまだ間に合いました。 

木澤藤房 来年度役員の方一年間よろしくお願いいたします。 

皆葉真治 次年度役員承認ありがとうございました。頑張りますので、今年もよろしくお願いします。 

村上義孝 
本日はお誕生お祝いありがとうございました。先週のクリスマス例会もありがとうございました。ブエノスアイレスでコン

ビニ強盗に巻き込まれ、ピストルを持った方に財布やパスポート、カバンなどを奪われました。 

小城 豊 野堀会員、月本会員入会おめでとうございます。お二人の今後のご活躍を期待しております。 

北島睦男 ニコニコボックスのご協力ありがとうございます。今月はクリスマスプレゼントのつもりで更なるご協力お願いします。来

会員30,000円目標 

ニコニコBOX 

本日の合計 67,000円 本年度累計 557,000円 
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クリスマスパーティ 



 

  

〒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 

85 58 27 6 2 1 71.08 

 
無断欠勤ゼロ、出席率向上を目指して  

12月14日（木）    役員・理事、プログラム委員長、親睦活動委員長   

      会長挨拶・年次総会・次年度役員・理事発表  

12月21日（木）    卓話（調整中） 

12月28日（木）    休会（定款細則第6条第1節により）   

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

