
「地球に役立つクラブを目指そう！！」 
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１月 職業奉仕月間  

１月１１日（木） 例会報告 
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会長挨拶  2017-18年度会長  小城 豊  

明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いします。昨

年は皆様のご協力のもと無事終わる事ができました。また、昨年末に

は2018-19年度の役員も決まり、クラブの継続事業もほぼ終了しまし

た。年が明けて地区・分区の事業が開催されます。2/3にIMが土浦南ク

ラブの鈴木ガバナー補佐の主催で開催されます。6分区9つのクラブが

集まります。みなさんも積極的に参加して、分区の会員の方たちと交

流を図っていただけたらと思います。また、5/26・27には保延ガバ

ナーの地区大会が開催されます。石岡RCの助けをつくばの3クラブで行

います。大野直前会長が副実行委員にもなっていますので、よろしく

おねがいします。 

昨年7月に83名で会長職を引き継ぎましたが、現在は84名の会員数で

す。目標は86名なので、紹介お願いします。 

本日は1/11で戌の日です。そこで「犬も歩けば棒に当たる」という言葉がありますが、昔は闇雲に歩くと災難に

会うといういわれでしたが、現在では、何かをすると幸運に当たると言われています。考えもポジティブに考え

ることは素晴らしいことだと思います。 

本年も皆様にとって素晴らしい一年になります様、お祈り申し上げます。 

理事会報告 

2月のプログラムの件 

クリスマスパーティ決算の件 

2/15移動例会の件 

東郷会員の出席免除の件 

アイセックジャパン協賛の件 

6月事務局移転の件  

IM開催の件 

京都山城RC姉妹クラブ締結 次年度持ち越しの件 

2017-18年度幹事 菅原 俊  

幹事報告 
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１月 職業奉仕月間   

Congratulations    1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 

大野直前会長 おめでとうございます 

RI会長賞 表彰 

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 

1日 根本はつ 様 

3日 大里裕子 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 

27日 江原浩美 様 

誕生日 奥様誕生日 

7日 

増田忠則 様 
♡ 

  正子 様 

9日 

藤川雅海 様 
♡ 

 美也子 様 

15日 

路川淳一 様 
♡ 

  優子 様 

15日 

江原一郎 様 
♡ 

  博美 様 

16日 

星 栄一 様 
♡ 

  香織 様 

25日 

木村英博 様 
♡ 

   綾 様 

28日 

本多史郎 様 
♡ 

  景子 様 

ご結婚祝い 

IR会長賞は世界の

会長からの表彰で

す。 
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１月 職業奉仕月間   

あけましておめでとうございます。私は1970年11

月21日生まれ、なぜか赤荻会員と同じ日の誕生日

です。 

ここで1970年になにがあったのか調べました。日

本万博博覧会開幕（64万人来場）、日本航空機よ

ど号ハイジャック事件、ボーリングがブームに、

ケンタッキー・フライド・チキンが名古屋に第1号

店、マクドナルド日本第1号店が銀座にオープンな

どがありました。 

そして平成も30年、48歳になりましたので、三つ

の抱負を掲げました。まずは仕事。仕事を一生懸

命頑張る。続いて趣味、ゴルフで筋力で体重を増

やし飛距離が出せるようにしていく。最後に家

族。両親への親孝行を含め、家族旅行をするこ

と。これらを実施できるよう頑張ります。 

また次年度は青少年委員会の副委員長を任されま

したので、一生懸命行ってまいります。よろしく

お願いします。 

 

伊藤 麻夫会員 

年男卓話 

あけましておめでとうございます。48歳になりま

した。父が亡くなったのが60歳ですので、これか

ら12年間、健康を維持する事を抱負とします。寒

くなると体に負担が大きいことがわかりましたの

で、無理しすぎないように注意します。 

そして、60歳になったら南の島に永住したいと思

います。 

高田 稔美会員 

年男卓話 
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１月 職業奉仕月間   

前島正基 
新年あけましておめでとうございます。本日はアイセック協賛の承認有難うございました。国際奉仕委員長として残り６カ

月頑張りますので、ご支援お願い致します。 

村上憲範 新年おめでとうございます。本年も宜しくお願いします。 

高田稔美 卓話の機会ありがとうございました。今年もよろしくお願いします。 

根本一城 １／１元旦のお花頂きありがとうございました。少し家庭円満へ近づきました。 

中野 勝 誕生祝 霧筑波待ってます。ありがとうございます。 

広瀬貴之 
明けましておめでとうございます。本年も宜しくおお願い申し上げます。私事ですが、今年は戌年という事もあり、我が家

に子犬の新しい家族が増えました。その子犬と一緒に寝ていたら、枕元に運をいただきました。新年早々縁起がいいと自分

大里喜彦 あけましておめでとうございます。１／８牛久シティマラソン１０Ｋを５８分３６秒で走りました。今年後半特によろしく

大里喜彦 あわせて６０００円です。 

小關 廸 
新年おめでとうございます。お誕生日のお祝い有難うございました。１月２日に８１才になりました。まだがんばりますの

でよろしく！！ 

大野治夫 
みなさん、あけましておめでとうございます。今年もよろしく！！今年５ラウンドプレーしました。ソンタクはだいじです

よね(*^-^*)一昨々日は、東急賞。一昨日は優勝。昨日はソンタクなく４位でした。ソンタクは大事ですね。 

木村英博 
新年おめでとうございます。本年もよろしくお願い申し上げます。本日弟の第１子が産まれました。予定日より１カ月くら

い早い帝王切開でありましたが、母子共に元気で本当に良かったです。結婚記念日忘れてました。ありがとうございます。 

飯田正行 明けましておめでとうございます。今日はこのあとＭＲＩの検査のため食事がとれません。正月からさみしいです。 

猪野研一 本年もよろしくお願いいたします。 

磯山正藏 新年明けましておめでとうございます。初例会すがすがしい笑顔で！今年も一年宜しくお願いヨ！ 

会員30,000円目標 

ニコニコBOX 

本日の合計 52,000円 本年度累計 663,000円 
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１月 職業奉仕月間   

 

1月18日 新年ゴルフ・新年会 

あけましておめでとうございます。 

本日は恒例の筑波山江戸屋での新年

会です。今年で32回、クラブ内で最

も最長の継続事業です。残り半分皆

様のご協力よろしくお願いします 

2000年2001年ガバナーをやりまし

た。今はパストガバナーをやってま

す。当クラブは茨城県内のＲＣでベ

スト5に入ってます。有力のクラブ

です。これからも頑張ってくださ

い。 

あけましておめでとうございます。

本日はたくさん飲んで楽しい1日に

自分の年度の時は長い気がしまし

たが、人の年度は本当に短く感じ

ます。楽しく飲みましょう！ 

乾杯！ 



 

  

〒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 

84 59 25 0 3 0 72.83 

 
無断欠勤ゼロ、出席率向上を目指して  

02月01日（木）11:00 ～   理事会 役員・理事、親睦活動委員長、プログラム委員長 

02月01日（木）12：30 ～ 13：30 移動例会 ※会場：ホテルグランド東雲 

      ・会長挨拶 ・半期決算報告（保原会計長） ・「つくば学園ロータリー基金について」（大野委員長） 

02月03日（木）14：00 ～ 18：40 移動例会 第6分区「IM・インタータシティーミィーティング」 ・会場 「ホテルマロウド筑波」 

      ・スケジュール 13：30 登録受付  

         14：00 開会 

         14：30 基調講演 

         16：05 クラブ事例発表（２クラブ） 

         17：00 懇談会 

         18：40 閉会 

02月08日（木）     休会  ※ 休会（2/3（土）に振替の為）※ 

02月15日（木）18：00 ～ 20：00 移動例会 「梅と酒と仲間・懇親会」 会場：「すぎうら」 つくば市研究学園3-1-2 ℡893-2378 会費：3,000円 

※2/15（木）昼の例会はございません 

02月22日（木）12：30 ～ 13：30 例会  新入会員卓話 ※調整中 

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

