
「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  
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会員増強及び拡大月間 

中野副幹事 幹事報告 

7月20日（木） 例会報告 

Index 

表彰状授与／つくばシティRC会長・幹事 挨拶 

大野年度 新入会員卓話／7.29直前会長・幹事慰労会／その他 

 国際ロータリークラブFacebookにて当ク

ラブのロータリーの森創生事業掲載の件 

会員増強及び拡大月間 

 
つくば市教育委員会より感謝状授与 

つくば市教育委員会より、つくば学園ロータリークラブの事業がキャリア

教育の一環として小学校6年生・中学校2年生対象に継続した素晴らしい取

り組みという事で、感謝状を授与しました。 
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会員増強及び拡大月間 

 
つくばシティRC 遊佐  浩幹事挨拶  

つくばシティーロータリークラ

ブ野堀幸夫です。 

今年度は49人でスタート。今年

は3名増強を目指します。 

本日は素晴らしい表彰式をみま

した。つくばシティロータリー

クラブも負けない事業を行って

まいります。 

 

今年で3年目、幹事の遊佐です。

会長、幹事ともに歯医者です。

ともに同職として頑張っていき

ます。 

 

 
つくばシティRC 野堀幸夫会長挨拶  

 
大野年度  新入会員卓話  鈴木昌実会員  

いままで医療関係のシステムと

セキュリティの仕事をしてきま

した。セキュリティとは、見え

る化をしていくことです。 
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会員増強及び拡大月間 

 
大野年度  新入会員卓話  林康夫会員  

最近の第3次の流行りとしてAI（人工知

能）が注目されてきました。今のAIは

ビックデータを利用し判断していく仕組

みとなり、今後かなりの職業が影響を受

ける時代がやってくると思われます。 

 
本日のお客様  

つくばシティロータリークラブ  

会長 野堀幸夫 様 

つくばシティロータリークラブ 

幹事 遊佐 浩 様 

つくば市立豊学園豊里中学校  

学校長 茂在哲司 様 
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会員増強及び拡大月間 

・大野治夫 幸夫さん、ゴルフだけではなく、会長も頑張って下さい。 

・小城豊 野堀会長、遊佐幹事、ようこそいらっしゃいました。今年は、に楽しくやりましょう。 

・鬼沢一彦 
本日、7月20日で58歳になりました。約4年前、入会時は若手のつもりでしたが、今は、とても若

いとは言えません。若手の皆さん頑張って下さい。第一例会霧筑波有難うございました。 

・木村英博 

先日、子供をつれてプールに行って、あばら骨にヒビが入ってしまいました。何故、こんなこと

になったかは秘密です。明日のゴルフは、力が抜けて良いスコアが出るかも＞＜ 暑い日が続き

ますが、皆様お身体だけはご自愛ください。 

・逆井甚一郎 農業コンサルタント協会、現地研修を無事終了しました。 

・菅原俊 野堀会長、遊佐幹事、ご来訪ありがとうございます。 一年間、一緒に頑張りましょう！ 

・鈴木昌実 
小関さん、ロータリーソングを止めるほどの掛け声、素晴らしかったです。また、よろ 

しくお願いいたします。  

・高田稔美 

7先日、初めてアクトの例会に参加させてもらいました。自分にもこんなきれいな目を 

していた時があったなぁと感じました。終了後、菅原幹事と飲みに行ってよごれて帰って 

きました。菅原幹事、ごちそうさまでした。 

・広瀬貴之 

初めてニコニコ募金をさせて頂きました。どのように募金したら良いかが分からずにい 

たところ、高田先輩がニコニコしながら、カードを持って来てくれました。ありがとうご 

ざいます。でも、高田先輩、目は笑っていませんでしたよ。 

・増山栄 野堀会長、遊佐幹事、ようこそいらっしゃいました。一年間頑張ってください。 

・村上憲範 マニラのロータリークラブ、ダウンタウンマニラRC 会長就任式に無事参加してまいりました。 

・野堀幸夫（シティRC） つくば学園RCの皆様、1年間ご指導よろしくお願いします。 

・遊佐浩（シティRC） 
本日は、学園RCの例会に参加させて頂きありがとうございました。シティRCの例会と 

違って、硬派な例会でした。 

会員30,000円目標 

ニコニコBOX 

本日の合計 32,000円 本年度累計 145,000円 
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会員増強及び拡大月間 

 

大野会長 1年間ありがとうございました。 

そして記録的な会員増強おめでとうございます！ 

 
７．２９ 直前会長・幹事慰労会 浅草 飯田どぜうにて  

親睦委員長ご苦労様です！見てください！ 

この汗！ 

大野会長１年間ご苦労様でした！ 

大野年度は蘊蓄に始まり蘊蓄の年でした。 

今日は東京までどじょうを食べに集まってい

ただきありがとうございます。多いに飲んで

楽しみましょう！ 

高畠さんも無断出席してくれました 

会費は取られてましたが 笑！ 

素晴らしい記念品が贈呈されまし

た！ 

まると言われた鍋です。そのままの

姿がたくさんでした！ 



 

  

〒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 54 29 8 2 3 70.37% 

 
無断欠勤ゼロ、出席率向上を目指して  

08月03日（木）11:00～12:00  理事会 役員・理事、親睦委員長、プログラム委員長 

08月03日（木）12:30～13:30  例会  会長挨拶／筑波ジュニアオーケストラ団員来訪／会員奥様誕生・結婚祝、7月ニコニコ大賞  

08月10日（木）12:30～13:30  例会  「会員増強月間に因んで」大里委員長  ※会場 (オークラアネックス「昴東」） 

08月17日（木）    休会  8月19日（土）へ振替の為  

08月19日（土）18:30～20:30  移動例会 「小城年度納涼パーティー」   ※会場 （ホテルグランド東雲） 

08月24日（木）12:30～13:30  例会  クラブ総会 2016-17年度決算・監査報告 2017-18年度予算（案）について 

               ※会場 （オークラアネックス「昴東」） 

08月31日（木）12:30～13:30  休会 

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

