
「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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2月 平和と紛争予防／紛争解決月間  

２月１日（木） 例会報告 
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小城 豊会長挨拶／幹事報告／お誕生日お祝い／年男豆まき／小城年度半期決算報告 

つくば学園ロータリー基金について／下村 正ガバナー補佐セクレタリー挨拶 

ニコニコBOX・その他 

会長挨拶  2017-18年度会長  小城 豊  

2017-18年度幹事 菅原 俊  

幹事報告 

 今年度も８ヶ月が過ぎ２月を迎えました、間もなく次年

度の会長研修セミナー等が行われてきます。 

 また当クラブの次年度は８年ぶりのガバナー補佐の誕生

として増山ガバナー補佐となります。当クラブは全力を

もって、応援をしていきます。皆様のご協力をお願いいた

します。 

 2月はロータリーでの平和と紛争予防月間となり、ロータ

リーの基礎的６つの考えのひとつのポリオ撲滅プログラム

となります。 

 そして2月23日はロータリークラブの創立記念日です。IM

が2月3日に行われます。今回の講師が米山奨学会理事長がおこないます。吉岡パストガバナーと同期の

方で、経験豊富な方ですので、大いに期待して参加してください。 

3月プログラム承認の件 

ボーリング＆ワイン例会の件 

半期の決算報告の件 

ロータアクト決算の件 

次年度ガバナー補佐事務所の件 

其の他 京都山城RC 友好調印の件 

其の他 髙橋健吾 研修絵葉書の件 
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2月 平和と紛争予防／紛争解決月間  

鬼は外！福は内！ 

鬼：増田会員・高田会員 

つくば学園RC恒例 年男豆まき 

２日 広瀬 潤 様 

2日 高野勝憲 様 

９日 馬場清康 様 

1３日 木沢藤房 様 

22日 浦里浩司 様 

23日 須藤功行 様 

13日 路川優子 様 

15日 須藤真弓 様 

16日 星 香織 様 

17日 小関暎子 様 

20日 瀬戸口博美様 

21日 前島朋子 様 

22日 山崎 幸 様 

26日 村上美保 様 

27日 中山敬子 様 

29日 岩瀬真菜実様 

誕生日 奥様誕生日 

6日 

井田充夫 様 
♡ 

  優子 様 

9日 

北島睦男 様 
♡ 

  昌子 様 

13日 

野澤俊夫 様 
♡ 

  玲子 様 

13日 

須藤功行 様 
♡ 

  真弓 様 

18日 

山口一也 様 
♡ 

 貴美恵 様 

19日 

山崎幸登 様 
♡ 

   幸 様 

ご結婚祝い 

Congratulations  ２月の誕生日・奥様誕生祝い・ご結婚祝い  
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2月 平和と紛争予防／紛争解決月間  

菅原 俊幹事 報告 

半期決算報告 

大野 治夫委員長 

つくば学園ロータリー基金について 

つくば学園RC基金は、今から22年前、吉岡会長年度に

つくばRC独自の基金を設立。奨学金としては3名に、

その他、AEDを3台購入設置、震災の被災学生に寄付、

30周年の記念事業にモンゴル体育館建設、鬼怒川決壊

時に寄付。以上の内容で使用されています。 

ニコニコボックスの収入の件が、２

４％となります。 

皆様のご協力よろしくお願いします 

つくば学園RCより、ガバナー補佐を捻出するとき、増山さ

んを推薦し、私はセクレタリーを頼まれ、引き受けました。

ガバナー補佐としての活動はIMがあります。実行委員長に

齊藤会員にお願いしました。また分区のゴルフは実行委員長

は大野会員にお願いしました。事務所の移転と合わせ、ガバ

ナー事務所も設置します。ご協力よろしくお願いします。 

下村 正会員 

次年度ガバナー補佐セクレタリー挨拶 

12月度 塚田会員、野堀会員             1月度 磯山会員、菅原会員 

おめでとうございます！！ ^_^ 

 

12月度・1月度のニコニコ大賞 
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2月 平和と紛争予防／紛争解決月間  

増山 栄 次年度ガバナー補佐事務所への御協力・御支援宜しくお願いします。本日の理事会での御支援ありがとうございました。 

村上 義孝 あさってのIMは出席できません。申し訳ありません。 

山﨑 幸登 
結婚祝いありがとうございます。2月3日からサンディエゴに行ってきます。（仕事ですよ～）家内も一緒なので、記念旅行

になります。 

下村 正 増山ガバナー補佐の支援協力ありがとうございます。 

高田 稔美 インフルエンザが流行してますね！アルコール消毒と栄養をつけてなんとか乗り切りたいと思います。 

中田 勝也 
新年会への大勢のご参加ありがとうございました。今月は15日（木）夜に「すぎうら」さんにて「梅・酒・仲間」例会があ

ります。ご参加よろしくお願いします。 

野澤 俊夫 

前年度の決算において、創業以来最高の増収増益とすることができました。つくばに移転以来また当ロータリークラブに入

会以来公私に亘ってのフォローの風を強く感じております。これからも更に業務に又ロータリー活動に努力を続けていく所

存でおりますので、引き続きまいｓてのご厚誼をお願いいたします。 

馬場 清康 

霧筑波をありがとうございました。60代の最後の年になってしまいました。高校時代に通学電車の中で見ていた60代の人た

ちは、ものすごいお爺さんにみえましたが、自分がその歳になってみると女子高生を見てもそんなに歳の差を感じません。

自然に話しかけてもいいのでは、と思えるぐらい。向こうからどう見えているのかが」気になっている今日この頃です。 

前島 正基 
今年から痩身（そうしん）エステを始める予定です。女性には理屈よりもきれいになって帰ってもらうことが有効かなと考

えています。興味があり男性がいましたら、ご相談ください。 

飯泉 智弥 
先日人生二回目のゴルフをやりました。目標は２時間１５分でまわるということでしたが、みなさんにあまりめいわくとか

けずにまわることが出来ました。また挑戦したいです。 

井田 充夫 
４２回目の結婚記念日に食事券有難うございます。さきほど今晩７時に夕食のデートにさそいＯＫが出ましたので楽しんで

きます。年が増すごとに仲間になりたいと思います。 

浦里 浩司 誕生祝ありがとうございました。また歳が増えましたが体重も増えて困ります。 

大里 喜彦 
実はとってもさびしいのです。昨年は長女が、そして先週は次女が入籍しました。しかも九州福岡です。私の心の穴は大き

いのですよ。嬉しい話なんですが。。。 

木沢 藤房 誕生日のお祝ありがとうございました。ちなみに１３日生まれで出川哲郎が一緒です。 

木村 英博 先日妻と結婚記念日を無事に終了しました。ありがとうございました。 

会員30,000円目標 

ニコニコBOX 

本日の合計 62,000円 本年度累計 784,000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 

84 62 22 2 2 0 75.60% 

 
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

