
「地球に役立つクラブを目指そう！！」 
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基本的教育と識字率向上月間 

会長挨拶  2017-18年度会長  小城 豊  

9月7日（木） 例会報告 

Index 

会長挨拶／幹事報告／誕生日・9月奥様誕生祝・結婚祝い 

大野年度新入会員卓話／ニコニコBOX その他 

 9月に入り無事3か月がスタートしました。先日の納涼会、多く

の参加ありがとうございました。中田委員長をはじめとする親睦

委員会の皆様もありがとうございました。今月の21日にはゆかり

の森にてお月見例会がありますので、こちらも盛大に開催できれ

ばと願います。 

 9月のロータリー特別月間は識字率向上月間となります。識字率

とは15歳以上の人口に対して読み書きができる割合で、日本は識

字率100%だが、世界は5割が読み書きができないと言われます。 

 ロータリークラブでは、識字率の向上が世界平和につながると

して20年間でさまざまな取り組みをしています。ひとつのクラブ

でどうにかなる問題ではありませんが、年にひと月に目標に掲げていますので、まずは識字率を意識する

ところから始めてはいかがでしょうか？ 

 
幹事報告 2017-18年度幹事  菅原 俊 

１． 10月プログラム承認の件  

２. 薪能観劇及び親睦夜例会企画の件 

３. 「直前会長・幹事慰労会」決算報告の

件  

４． 退会及び正会員推薦書の件  

５．第23回地区親善野球大会の件  

６．ガバナー公式訪問スケジュールの件 

７．指名委員会メンバー選出の件 

 下村副会長を選出 

８．その他 

 Ｈ29筑波大学留学生との意見交

換会及び懇談会の件 

つくばユナイテッドサンガイア支援

依頼の件 

後援依頼の件 承認 

2017-2018年度地区大会の件 

モンゴル子供センターの件 
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基本的教育と識字率向上月間 

6日 西村孝広 様 

9日 岩瀬弘行 様 

22日 山﨑幸登 様 

27日 広瀬貴之 様 

5日 鬼沢有紀子様 

９日 青山静代 様 

14日 塚越悦子 様 

17日 布川鈴子 様 

17日 山口貴美恵様 

19日 林 恵子 様 

20日 本多景子 様 

27日 飯田満里子様 

29日 東郷富紀子様 

誕生日 奥様誕生日 

21日 

植田俊裕 様 
♡ 

  孝子 様 

ご結婚祝い 

Congratulations 
９月の誕生日・結婚祝い・奥様誕生祝い 

 

大野年度 出席率90%以上表彰 

 

モンゴル児童館支援について 

モンゴルの児童館で暖房施設がなく、冬場が使

えない状態となる。 

児童館は2013年にモンゴル日本文化協会と提携

し、小さな児童館を建設。2015年には30周年事

業で体育館を建設。この児童館は安心してアづ

けられる施設として親しまれている。皆さまの

有志で冬場の暖房設備を支援してきたい。 

おめでとうございます！！ 
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基本的教育と識字率向上月間 

 

大野年度 新入会員卓話 

 

本日のお客様 

広瀬 貴之 会員 

昭和管工事という建設業を行っています。 

趣味はオートバイ、ゴルフは練習中、釣り全般と

なります。過去に偉大なる記録を持っていて、エ

キスポ'85で迷子センターに長時間滞在した。20

歳になり、空手を習い全国大会に参加し、黄色帯

で不戦勝などでほぼ戦う事なく準優勝を取ったと

いう記録を持っています。 

平成19年に33歳で代表をやるとなり現在に至りま

す。よろしくお願いします。 

根本 一城 会員 

青年会議所の前進でロータリークラブに入会しま

した。仕事は保険代理店と、自動車整備を行って

います。趣味も相成ってジェットスキーの修理も

行っています。 

また食が好きで、皆様といろいろな会話をさせて

いただきながら食事を行っていきたいを思いま

す。 

よろしくお願いいたします。 

 
牛久RC 川島紀文様 牛久RC 兼平信一様 
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基本的教育と識字率向上月間 

大里喜彦 

 我が家の子供たちが２０歳になった時、感動したことを思い出しました。お陰様で、先日、まつ

りつくば ねぶたパレード、学園線通行止め２０回目無事終了しました。今では、当たり前の２日

間通行止めですが、当時の関係各位のご協力のお陰で、学園線通行止め出来たこと、 昨日の事の

様に思い出しました 

鬼沢一彦 
家内の誕生日のお花ありがとうございました。誕生日には、映画「関ケ原」を見ましたが、「ワン

ダーウーマン」の方が良かったみたい！これからは、何が見たいか先に聞きます。 

鈴木昌実  中田委員長、お月見例会楽しみにしています。月が出なくても、写真は必ず満月にして見せます。 

高田稔美  
川島さん、兼平さん、ようこそお越しくださいました。先日は、牛久でお世話になり、木村会員パ

ンスト相撲の優勝おめでとうこざいました。   

根本一城  
本日は、成長の期会を頂きありがとうございます。週末の、会社従業員の結婚式スピーチの練習を

させていただきました。ありがとうございました。  

林 康夫  奥さんのもとに、花が届くとの事何故か不安です。いえ、ありがたいことです。    

塙 徹 
 本日説明させて頂きました、フードビジョンサミット＆フードベースマーケットは、つくばか

ら、食を発信しようという取り組みです。皆様ご協力よろしくお願いいたします。 

兼平信一 

（牛久RC) 

牛久RCの兼平です。本日は、つくば学園RCの例会に参加させていただきました。宜しくお願い致し

ます。   

川島紀文 今日は、よろしくお願い致します。  

本日の合計 25,000円 本年度累計 277,000円 

会員30,000円目標 

ニコニコBOX 



 

  

〒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 56 27 0 1 2 70.73% 

 
無断欠勤ゼロ、出席率向上を目指して  

09月07日（木）11:00～12:00   第3回理事会 役員・理事各位、プログラム委員長、親睦委員長  

09月07日（木）12:30～13:30   例会 

09月14日（木）12:30～13:30   例会 

09月21日（木）17:30～20:00   移動例会  「お月見例会」17：00受付開始 場所：豊里「ゆ
かりの森」  

09月28日（木）12:30～13:30   例会 

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

