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つくば学園ロータリークラブ 会報
2018-19  大里年度
楽しく活動・そして街のために！
TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. It is the 33th year since 1986 
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こんにちは
3回目の挨拶です。今月は米山月間となっています。
米山奨学会を作ったのは米山梅吉さんです。前回、井田さんに米山奨学会に
ついての説明がありましたので、今回はつくば学園ロータリークラブを作っ
た方の話をします。
チャータークラブは土浦 RCです。初代会長はつくば万博の福島さん。その時
の幹事が、画家の吉田正雄さん、これらは現況報告書の中に記載してあります。
そして１９８６年７月１８日が創立日です。３０名で始まり、現在も上野会員、
布川会員、吉岡会員、小關会員、塚田会員の５名が残って活動をされています。
当時はチャーターメンバーの中に７人の侍がいると聞いています。その中の
一人で吉田正雄さん、吉田会というものがあるそうです。

つくばにロータリークラブを作るとなったとき７人が転籍してクラブを創りました。当初万博の時にブースを作りおもてなしをし
てきて、その後、つくば市となるべく 6カ町村が合併する時にはつくばにもロータリークラブが必要であろうと、このつくば学
園ロータリークラブを作られました。言い出したは吉田さんだそうです。
それから３３年、大切にされてきたつくば学園ロータリークラブを大切にしていきたいと思います。

大里　喜彦　会長挨拶

中野　勝　幹事報告
　	 プログラムの件　
	 	 １１月は 4回とも移動例会になります
	 ３クラブ合同例会の件
	 ロータリーの森創りの件
	 つくばマラソンロータリーエイドステーションの件
	 タキイ種苗訪問の件
	 納涼パーティ決算の件
	 ダンタマニラ記念式典の件
	 その他
	 	 つくばユナイテッドサンガイア協賛金の件
	 	 シカゴ RC表敬訪問の件
	 例会変更
	 	 石岡 RC１１月 30日　休会

ロータリー特別月間　10月：経済と地域社会の発展月間・米山月間
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誕生日・奥様誕生日・ご結婚記念お祝い

お誕生日
路川淳一会員　9日
大野治夫会員　4日
鈴木一雄会員　11日
藤川雅海会員　13日
池田一郎会員　17日
中田勝也会員　28日

奥様　お誕生日
木沢ひろみ　様　5日
磯山とし子　様　21日
五十嵐綾子　様　24日
小城由美　様　　30日
西村美穂子　様　30日

御結婚記念日
村山友彦　・　春香　ご夫妻	 1 日
菅原　俊　・　浩子　ご夫妻	 4 日
石井　一　・　早苗　ご夫妻	 5 日
広瀬　潤　・　未希　ご夫妻	 5 日
東郷治久	・	富紀子　ご夫妻	 6 日
沼尻真一	・	恵里子　ご夫妻	 6 日
村上憲範　・　かをる　ご夫妻	 9 日
浦里浩司　・　晴美　　ご夫妻	 14 日
中山正巳　・　敬子　ご夫妻	 22 日
瀬戸口進　・　博美　ご夫妻	 23 日
上野		修	・	いゆ子　ご夫妻		 27 日

おめでとうございます！！

米山奨学生　高偉さん

筑波大学院の２年生で来年卒業します。
本日は故郷の大連市のご案内をします。
故郷大連市、ここは中国の南側に位置する海に囲まれた年で、北
は放牧のエリアとなります。

優秀な観光都市
で、綺麗な海を観
光スポットとし
て、都市部はロマ
ンチックな場所と
なっています。
　毎年の定番のイ
ベントは花火大
会、商品取引会、
ビール会など沢山あり、これらのイベントの時は、かなり賑わっ
ています。
大連市では、みんなで餃子を食べて、花火を見ながら年を越すな
どをします。
国際ファッションの祭りでは有名なモデルの展示会なども行わ
れている。

中山正巳米山奨学委員長　挨拶
米山奨学生をカウンセラーとして預かって３人目となります。
幸運なのか、美人女性ばかりで、今は高・偉さんです。

ロータリー特別月間　10月：経済と地域社会の発展月間・米山月間
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ロータリー特別月間　10月：経済と地域社会の発展月間・米山月間

ニコニコ BOX
磯山　正蔵会員
ロータリー活動ご苦労様です
頑張れ　つくば学園ロータリークラブの皆様へ
高野　勝憲会員
10 月６・７・８日と商工会青年部として、つくばラーメンフェ
スタを行い、今年も４万杯を超える盛況でした。
ご来場いただいた皆様有難うございました。
来年、協賛含めよろしくお願いします。
塚越　俊祐会員
ガバナー公式訪問欠席の罰金です。
木村　英博会員
本日、l 理事会でご承認頂きました「11 月 4 日のロータリー
の森創り」「11月 25日のつくばマラソンエイドステーション」
よろしくお願い申し上げます。
鈴木　一雄会員
内容なし
猪野　研一会員
３連休がつづき、営業日が足りなくてバタバタしております。
役所もシフトで休日営業してくれれば助かるのですが。
尾形　和彦会員
薪能初めて観ました。勉強になりました。
田中　芳和会員
妻の誕生日お花ありがとうございます。
結婚後初めて花を送ることになりました。
中山　正巳会員
結婚記念日が２３日であることを思い出しました。今年はミャ
ンマー（初）に向けて出発する日と重なっておりました。
忘れないうちに家内に「ありがとう」と言っておきます。本日
理事会を忘れてしまった。記念日を忘れないようにしなきゃ
大野治夫
誕生祝いありがとうございました。６６才になりました。
高田稔美
最近西大橋のお風呂によく行っています。先日はロータリーク
ラブの KさんとNさんに会いました。いいお風呂ですよ。
逆井　甚一郎
同窓会がありました。

私が楽しんでいるビール大会ではドイツのビールが美味しくて
印象に残っています。
北京ほどではないですが、遼寧省では省都の瀋陽市に次ぐ大都
市で、でも農業・水産業も盛んに行われている本当に素晴らし
い都市です。港はその他にも貿易の湊として発展してきていて、
高速道路も開通していますので、流通の最先端となりつつあり
ます。
過去に日本から移り住んだ日本人が、日本の文化を持ち込み、
取り入れた背景もあり、中国の日系企業の建設も大幅に伸びて
いて、日本の文化が多く入ってきています。
そして、製造業だけではなく、徐々にですが IT 企業も進出し
てきています。
その中で高層ビルだけでなく緑を残しつつ調和させ発展して
いけるような動きもあり、至る所に広場があります。全部で
１００箇所くらいあり、みんながくつろぐために有効利用して
います。建物では、日本風やロシア風の建物が目立ちます。

このような環境で育ってきた私ですが、日本に残る、または中
国に帰るどちらを選択したとしても、日本と関わりの持てる仕
事をしていきたいと思います。これからもよろしくお願いしま
す。
ありがとうございました。

6 分区ゴルフ大会実行委員長から連絡

１１月２日に分区のゴルフ大会で２７名の参加となります。
プレーヤーではなく実動員として、参加の協力お願いします。



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

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 １ ３ ６ ４ − １
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無断欠勤ゼロ・出席率向上を目指して

プログラム予告

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

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/
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2018-19 年度　RI テーマ
BE THE INSPIRATION

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

https://www.rotary.org/ja

2018-19 年度　高橋賢吾ガバナー　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/

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

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

87 60 27 1 1 1 70.11%

プログラム予告
	10 月 18日	 12：30　～　13：30	 	ガバナー公式訪問
10月 25日	 12：30　～　13：30	 	例会	 招待卓話「タキイ種苗（株）関東支店長　佐藤直樹様」
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