
「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 31th year since 1986  

2016-17 大野年度  
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会員増強及び拡大月間 

会長挨拶  2017-18年度会長  小城 豊  

8月3日（木） 例会報告 

Index 

会長挨拶／幹事報告／誕生日・8月奥様誕生祝・結婚祝い 

つくばジュニアオーケストラ／ダン魂／ニコニコBOX その他 

 新年度が始まり1か月が過ぎました。 

ウェブ上のロータリークラブの用語集があり、調べるのに大変便利で

す。会員の皆さんも是非利用してみてください。その中で本日は「奉

仕の理想」についてお話しします。 

以前、“御国に捧げん”という内容が時代錯誤で歌詞を変えた方がい

いのではという議論がありました。その前は“世界に捧げん”という

歌詞でしたが、“御国”と変わったのは、1930年半ばの軍部が力を

持っていた頃で、例会を継続していく為国家を歌い、“世界に捧げ

ん”を“御国に捧げん”に変更し例会を継続したそうです。1940年頃、日本は敗戦となり、すべてのロー

タリークラブは解散となりました。このような事が掲載されていて、先人の方々の思いもしっかり受け止

めロータリー活動を行っていかなくてはとの意思に繋がります。是非ご利用ください。 

会員増強及び拡大月間 

 
幹事報告 2017-18年度幹事  菅原 俊 

◇ プログラムの件 

◇ お月見例会承認の件 

◇ 国際奉仕卓話の件 

◇ ベトナム視察の承認の件 

◇ 会計監査の件承認 

◇ 筑波大学留学生講演会基金の件 

◇ 九州北部豪雨災害義援金の件 

◇ ライラセミナーの件 

◇ つくばユナイテッドサンガイア支援の件 

◇ 例会休会 

石岡87RC 8/10 

土浦南RC 8/15 

ロータアクト8月第一

例会の件 

囲碁同好会 10/14開

催 

ス ペ シ ャ ル オ リ ン

ピックス日本茨城 有森裕子さんの講演会の件 

このゆびとまれの報告の件 
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会員増強及び拡大月間 

8月の誕生日・結婚祝い・奥様誕生祝い 

本日のお客様 

５日 石井健三 様 

  

13日 小城 豊 様 

20日 村山友彦 様 

  

3日  広瀬真実 様 

７日 北島昌子 様 

14日 赤荻百合子 様 

15日 大木真由美 様 

18日 大堀優子 様 

21日 今川美香 様 

22日 池田幸代 様 

24日 逆井まさい 様 

誕生日 奥様誕生日 

おめでとうございます！ 

招待卓話 つくばジュニアオーケストラ 

つくばジュニアオーケストラ 

事務局長 大野 初美 様 運営委員 冨澤 英子 様 

団員 リャンリン真理愛さん 団員 三輪結衣子さん 
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会員増強及び拡大月間 

飯泉智弥  
今日は、ジュニアオーケストラのＰＲをさせていただきありがとうございました。子供たちと共に

頑張ります。よろしくお願いします。 

石井健三  
4週間入院しておりました。今日は、リハビリのつもりで出席しましたら、誕生日との事嬉しく思

います。来週、月曜日はダン魂です。  

大野治夫  

先日は、私一人の為に浅草まで行って「慰労会」をしていただき本当にありがとうございました。

また、かなり騒いだので、飯田屋の３回目は断られるのではないかと思います。胴上げを落とされ

なくてよかったです。  

木村英博  
本日のジュニアオーケストラ、最高でした。先日の湯～ワールドでのアダルトオーケストラに引き

続き、ご協力させていただきます。飯泉さんお疲れ様でした。    

下村正  
69歳の先輩とペアを組み、県アマダブルスの予選会に出場。最下位ながら予選を通過しました。

9/13の決勝戦は頑張ります。  

鈴木昌実  皆様、暑い日が続きますが、お身体に十分気を付けてください。呑み過ぎに注意！！    

東郷治久  

今日は、平成29年８月３日、つまり２９８３（つくばさん）筑波山の日です。筑波山神社にて記念

のイベントがありました。これで筑波山を訪れる観光客が増えてほしいものです。ちなみに次回

は、2029年８月3日、12年後になります。  

中田勝也  
筑波ジュニアオーケストラの皆様、これからも素晴らしい活動をお願いいたします。大野さん、冨

澤さん、飯泉君引き続き頑張って下さい。   

林康夫  ５４歳になりますが、お酒は控えてよい大人になりたいです。  

広瀬貴之  

今朝は、妻に素敵なお花をプレゼントいただきまして有難うございます。 

毎年、妻の誕生日を忘れてしまい、いつも怒られていましたが、お陰様で今年は忘れずにお祝いす

ることができ、怒られずにすみそうです。ありがとうございました。   

古本朝彦  
先月は、誕生日プレゼントをいただきありがとうございました。８月の誕生祝を聞いて、すっかり

ニコニコの寄付を忘れていたことを思い出しました。  

村上義孝  

先日は、どじょう例会 多くのご参加ありがとうございました。8/19は納涼会です。よろしくお願

いします。 

  

山崎幸登   
ベトナムツアーの件承認ありがとうございます。楽しいツアーを企画しますので、ご期待くださ

い。  

本日の合計 38,000円 本年度累計 183,000円 
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会員増強及び拡大月間 



 

  

〒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 51 32 1 2 6 70.37% 

 
無断欠勤ゼロ、出席率向上を目指して  

  

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

