
「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3日（土） IM 15日（木）「梅・酒・仲間」 22日（木）例会 

Index 

2月3日インターシティミーティング／嘱状授与式・寄付功労者記念品授与式 

新入会員卓話・野堀雄樹会員／ニコニコBOX・その他 

2月3日IM インターシティミーティング 

2月3日 ホテルマロウド筑波に於いて、インターシティミーティング（以下：IM）が鈴木明夫ガバナー

補佐を中心に開催されました。今年度のテーマは第6分区のと同じ「絆」。IMの目的は、会員相互の親

睦と知識を広めることであり、さらに会員にロータリーの情報を伝え、奉仕の理想を勉強するために 

開催されています。 

鈴木明夫ガバナー補佐を中心に開催 

講演内容：わたしのロータリークラブの考え方 

ロータリー米山記念奨学会 理事長 小沢 一彦様

（右上写真） 
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2月 平和と紛争予防／紛争解決月間  

 

寄付功労者記念品授与式 

 

委嘱状授与式 

第1回米山功労者  

路川淳一会員 

山﨑幸登会員 

吉岡昭文会員 

吉岡隆久会員 

次年度ガバナー補佐：     増山 栄  会員 

次年度職業奉仕委員：     飯田 正行 会員 

ロータリー財団委員：     大堀 健二 会員 

青少年奉仕：       皆葉 真治 会員 

米山記念奨学会：      東郷 治久 会員 

米山記念奨学会（米山総括委員長）： 井田 充夫 会員 

地区諮問委員：      吉岡 昭文 会員 

地区諮問委員：      野堀 喜作 会員 

第2回米山功労者  

小城 豊会員 

塚越俊祐会員 

皆葉真治会員 

第4回米山功労者  

浦里浩司会員 

第5回米山功労者  

増田忠則会員 

古本朝彦会員 

第6回米山功労者 

吉岡昭文会員 
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2月 平和と紛争予防／紛争解決月間  

 

ロータリー財団功労賞 

 

ロータリー財団個人寄付功労賞 

路川淳一会員 吉岡昭文会員 

下村 正会員 増田忠則会員 

菅原 俊会員  

塚田陽威会員 

馬場清康会員（上） 

中野 勝会員（右） 

貴重な時間を頂きありがとうございます。当社ツ

クバ計画のお話をします。 

当社は建築リフォーム・ビルメンテナンス・造園

管理の3つの柱で行っています。 

某研究所の図書館の引っ越し、池掃除、魚の捕獲

をし、きれいにしてから放流するなど、受注以上

の仕事を行って喜ばれています。またつくば市内

にある工業団地の3か所で事務局を担当していま

す。明野地区からの依頼を頂き、計4つを管理させ

ていただいています。 

設立は昭和38年になりますが、祖父が旭村の頃に野堀不動産を設立し、父の喜作が社名変更でツク

バ企画にし、工業団地の造園管理からの始まりで、現在に至ります。 

私は歯学部を目指していたのですが、ツクバ企画への入社を進められ現在となります。 

10年弱ですが、世間知らずでいた事を実感し、今の仕事はすごく充実しています。設立は9月17日

は誕生日と同じで、大変貴重な会社と感じています。今後、ロータリークラブの皆様にもご指導い

ただきながら、精一杯やっていきます。よろしくお願いします。 

 

会員卓話 野堀雄樹 会員 



2017-18 Vol.22 TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

■ Page 4 

 

2月 平和と紛争予防／紛争解決月間  

飯田 正行 野堀雄樹会員、卓話ごくろうさまでした。今後のご活躍を楽しみにしております。 

今川 武彦 
先日は大野前会長に私の下手なゴルフに小城会長には私の下手なカラオケにつきあっていただきました。ありがとうござい

ました。大里次年度会長～！どこに連れて行ってくれますか？ 

齊藤 修一 野堀雄樹会員、卓話ありがとうございました。今後は野堀喜作パストとあわせて2倍がんばってください。 

木村 英博 本日は食事のみで帰ります。国府田専務、今日はお疲れ様でした。ロータリー入会お待ちしてます。ははは(*^-^*) 

志保 達郎 ２年という大変短い間でしたが心より皆様に厚くお礼申し上げます。ありがとうございました。 

鈴木 昌実 先日の１５日の例会ドタキャンになってしまいすみませんでした。 

塚越 俊祐 米山功労者第２回マルチプルありがとうございました。 

野堀 雄樹 
本日は卓話の機会をいただきましてありがとうございました。皆様のようなすてきなお話ができませんが精一杯がんばりま

すのでよろしくお願いいたします。 

古本 朝彦 米山功労者賞ありがとうございました。これを機会に米山への理解を深めてみようと思います。 

増山 忠則 米山功労者第５回マルチプルをいただき有難うございます。また、ロータリー財団のバッチもいただき驚いております。重

路川 淳一 米山功労者第１回の感謝状とマルチプル PHFありがとうございました。少しはロータリアンらしくなったでしょうか？ 

皆葉 真治 米山功労者感謝状ありがとうございます。 

宮川 健治 多忙だったため出席率に迷惑をかけましてすみませんでした。 

村上 義孝 妻のお誕生日祝いありがとうございました。 

海堀 敏光 お仲間に入れていただきありがとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

会員30,000円目標 

ニコニコBOX 

本日の合計 76,000円 本年度累計 860,000円 

転勤の為、退会となりました、有難うございました 志保会員と入れ替わりで入会します。海堀敏光です 

宜しくお願いします 



 

  

〒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 4 2 2 72.83% 

 
無断欠勤ゼロ、出席率向上を目指して  

03月01日（木）11:00 ～   理事会 2017-18年度役員・理事、プログラム委員長、親睦活動委員長  

03月01日（木）12：30 ～ 13：30 移動例会 招待卓話 つくば学園RAC 会長 張 楠 様 

      会員・奥様誕生、結婚記念祝 2月ニコニコ大賞  会場：ホテルグランド東雲 

03月08日（木）14：00 ～ 18：40 移動例会 最先端医療卓話「最近の医療のお話」 

      （公）筑波メディカルセンター 代表理事 志真康夫 様 会場：ホテルグランド東雲 

03月15日（木）    移動例会 ボウリング交流懇親例会 

      ・スケジュール 

      18:00～  ボウリング大会「スポーレボウル」（受付開始17:30～） 

      19:30～21:30 懇親会開始「イタリア料理・カプリチョーザ」 

03月22日（木）12：30 ～ 13：30 例会  会員卓話 ※調整中 

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

