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2018-19 大里年度
楽しく活動・そして街のために！

It is the 33th year since 1986
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大里喜彦会長就任挨拶
つくば学園ロータリークラブ第 33 代目
会長、平成最後の会長となります。過
去 32 名の偉大なるから会長職を就いで、
名を汚す事の無いよう、少しだけ背伸
びをして頑張って参ります。私は「33」
と言う数字は縁起がいい数字と解釈して
います。
私は 2000 年（平成 13 年）につくば学
園ロータリークラブに入会しました。一
度は仕事に集中するため、退会をしまし
たが、先輩のお誘いで再度入会する事と
なり、中山正巳先輩の会長の時に幹事職、
そして昨年会長の候補に選ばれて、第

33 代会長となりました。
今年の RI テーマは『BE THE INSPIRATION（インスピレーションになろう）』また、高橋ガバナーの地
区スローガンは『ロータリーの心と力を地域社会へ』です。それらを受け、私は【楽しく活動・そして街
のために！】と掲げました。私の会社の企業理念は、「品質と満足を確立し、地域社会へ貢献する」として
います。製造業ですので、良い品質の商品を造り、お客様、従業員、そしてその家族の為に頑張り、そし
て地域社会へ貢献していくと言う思いがあります。ロータリークラブでも奉仕活動を通じ、地域社会へ貢
献したいという思いでいっぱいです。会員のみなさまには楽しく例会に参加して頂けますよう、取組みた
いと思います。
ロータリークラブの課題は会員増強と拡大と感じています。今年は３桁が見えるように会員拡大ができ
たらいいと思っています。是非、ご協力お願いいたします。
また、各委員長が委員長職をこころよく引き受けてくれた事に本当に感謝するとともに心強く感じてお
ります。今年は増山ガバナー補佐が 8 年ぶりに当クラブでガバナー補佐として輩出させて頂きました。ま
わりが「さすがつくば学園ロータリークラブだな」と言われる様、サポートしていきたいと思います。
是非、一年間ん宜しくお願いいたします。

TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I.
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2018-19 年度

中野 勝幹事

幹事報告

8 月プログラムの件
正会員推薦の件
職業・国際奉仕合同企画の件
「第 6 回：つくばダン魂」協賛の件
「いきいき茨城ゆめ国体 2019」協賛の件
「いきいき介護体験キャンプつくば 2018」協賛の件
豊里学園ワークフォーラム講師依頼の件
その他
協賛金依頼の件（まつりつくば・土浦薪能）
クラブウィンドブレーカー作成の件
会計監査の件

中野勝幹事、一年間頑張ってください！！

誕生日・奥様誕生日・ご結婚記念お祝い
お誕生日

奥様

17 日 古本 朝彦 会員

1日

下間 舞子

様

7日

高田稔美 ・ 清子

ご夫妻

18 日 鈴木 昌実 会員

8日

冨田 淳子

様

11 日 猪野研一 ・ 優子

ご夫妻

20 日 鬼沢 一彦 会員

11 日 猪野 優子

様

23 日 下間 幹

19 日 宮本 恵美子

様

29 日 藤川 美也子

様

27 日 前島 正基

会員

お誕生日

30 日 野澤 玲子

御結婚記念日

様

お誕生日・ご結婚記念
おめでとうございます！！

It is the 33th year since 1986
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米山奨学生ご挨拶

2018-19 年度事業計画

勧誘・維持・教育・選考

中 国 の 四 川 省 か ら 来 ま し た、

委員会

現在流通経済大学大学院 2 年

大野治夫委員長

をしています。今日本で行なっ

勧誘は今年度は増強５名を目

ている研究内容は農業ビジネ
スの事で、物のサービス化を
実現する方法について、ロー
タリークラブを一年間楽しん
でいきたいと思います。宜しくお願いします。

昨年度活動報告

標に掲げています。みなさまの
ご協力を宜しくお願いします。
維持は、休みがちが会員を例会参加できる方向で検討し、辞め
てしまわないよう努めていきます。
教育は、オリエンテーションを 2 回を行なっていきます。
選考は、最初から２名の承認がありました。連絡をして、２週

親睦活動委員会

2018-19 年度事業計画

中田勝也委員長

国際奉仕委員会

昨年度は、小城会長の「ジョ
インアンドエンジョイ Rotary

古本朝彦委員長

心 を 豊 か に 生 き よ う・・・」

一つ目は筑波大学の留学生との

を元に楽しく親睦活動を行わせて頂きました。みなさまのご協力

交流として３クラブ合同の例会

の元、会員間の親睦や新入会員との親睦を深めるための夜例会等

を開催します。二つ目は、対外

を行い、会員みなさまの笑顔やお声がけで、とても楽しく活動を

クラブとの交流として、職業奉仕委員会との合同で、タイの視察

させて頂く事ができました。

を検討しています。三つ目として、難民に対する国連に対する卓

2018-19 年度事業計画
ロータリー情報委員会
小城豊委員長

話を国連難民高等弁務官事務所から渉外担当者に来て頂き卓話を
予定しています。４つ目 WCS この指とまれの協力、五つ目とし
て緊急災害に対する援助、六つ目としてロータリー財団奨学生の
受け入れを行います。

ロータリークラブの様々な
情報を発信していきます。特
に新入会員のみなさまには年

6 月度ニコニコ大賞

2 回（1 月・5 月に開催予定）のオリエンテーションを開催して、
会員間の親睦を深めてもらおうと思います。

奉仕プロジェクト委員会

小城豊委員長

つくば学園ロータリークラブの４大奉仕委員長の活動の元しっか
りとした奉仕活動を行えると思います。

つくば学園ロータリー基金委員会

小城豊委員長

米山奨学金とは別の当クラブ独自の基金になります。現在は大き
な活動はありません。基金も残金はありますが、使う予定もあり
ません。

ニコニコ大賞受賞おめでとうございます！！

野澤俊夫会員（左） 高野勝憲会員（右）
※ 6 月の前年度なので、小城直前会長との記念写真になります。

※ニコニコボックスの掲載は次号に掲載致します。

TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I.
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VOL.

無断欠勤ゼロ・出席率向上を目指して
会員数

出席数

欠席数

無断欠席数

出席免除数

メイクゲスト

出席率

85

60

25

0

1

2

73.80 %

プログラム予告

08 月 02 日			

休会		

08 月 04 日

19：10

〜

		

スケジュール

21：40

8 ／４に振替のため

移動例会

「2018-2019 納涼パーティー」

16：15 （ホテルグランド東雲第３駐車場）集合

			

18：30

現地到着出航手続き

			

21：50

会場出発（つくばへ） 23：30

08 月 09 日

11：00

〜

12：00

第 2 回理事会

		

12：30

〜

13：30

例会		

08 月 16 日				

休会		

08 月 23 日

例会		

12：30

〜

13：30

16：30

出発

19：30 〜 21：30「納涼パーティディナークルーズ」
帰着

解散

2018-2019 年度役員・理事、親睦活動委員長、プログラム委員長
会員増強月間に因んで – 皆葉委員長

誕生結婚祝い・ニコニコ大賞

（定款細則第 6 条第 1 節により）
招待卓話 「茨城県中央警察署

生活安全課

警部

斉藤宗男氏」

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

公開 QR コード

非公開 QR コード

友好クラブ
第 2650 地区

京都山城ロータリークラブ
に
ーション
レ
ピ
ス
イン
なろう

2018-19 年度

高橋賢吾ガバナー

http://www.kyoto-yamashiro-rc.com/

2018-19 年度 RI テーマ
BE THE INSPIRATION
https://www.rotary.org/ja

地区スローガン

ロータリーの心と力を地域社会へ
http://www.rid2820.jp/

つくば学園ロータリークラブ
ホームページもご覧ください
http://www.46gama.com/

つくば学園ロータリークラブ

楽しく活動・そして街のために！

〒 305-0051 茨城県つくば市二の宮 1-10-1 ヴェルドミール 105 号室
電話 029-858-0100
FAX 029-858-0101

４つのテスト
１．真実かどうか
２．みんなに公平か
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

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

茨城県つくば市吾妻１丁目１３６４−１

