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大里会長挨拶

ロータリー特別月間　12月：疾病予防と治療月間

こんにちは、11 月は 39 年ぶりの木枯らしが吹かなかった年だったそうです。
39 年前と言うと私は大学 1年生です。あっという間に 39 年が経ってしまっ
た感じですが、木枯らしが吹かないと暖かいのかと言いうと、そうでもなく、
寒くなり、雪の心配もしなくてはいけないと思います。
　毎月、国際ロータリーの月間がありますが、12 月は「疾病予防と治療月間」
となっております。
　そして、今年は茨城県は県会議員選挙の真っ最中です。統一地方選挙とい
う名称が一般的によく聞きますが、その前に茨城県は選挙をしていくことと
なりましたが、実際になったのは 1966 年。議長選挙を巡って収賄事件が発覚
したとのことです。「茨城県議会黒い霧事件」というものがあったそうで、そ
の時に解散をしため、この時期に行われるようになり、統一地方選書のプレ
選挙と言われているようです。統一地方選挙は現在は非常に少なくなってき

ています。この統一地方選挙はなぜ始まったかというと、人件費の削減や、選挙の PR のためと言われています。ちなみに衆
議院議員選挙は 600 億円かかると言われています。選挙は国民の義務です。当クラブでは選挙に行かなかったという方がいな
いよう、よろしくお願いいたします。

幹事報告
1.	 1 月プログラムの件
	 	 10 日	 新年第一例会	
	 	 17 日	 新年会
	 	 24 日	 留学生との交流会
2.	 新年会企画の件	（筑波山江戸屋様にて行います）
3.	 留学生との意見交換会企画の件
4.	 水戸地方裁判所決算報告の件
5.	 第 1 回職場訪問決算報告の件
6.	 つくばマラソンエイドステーション決算報告の件
7.	 次年度役員・理事推薦の件
8.	 ライングループ始動の件
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ロータリー特別月間　12月：疾病予防と治療月間

誕生日・奥様誕生日・ご結婚記念お祝い
お誕生日
齊藤　修一会員　21 日
今川　武彦会員　22 日
村上　義孝会員　27 日
月本　昭　会員　27 日

奥様　お誕生日
広瀬　未希　様	 7 日
中田　純子　様	 9 日
塚田　千恵子様	 15 日
鈴木　陽子　様	 15 日
月本　直美　様	 17 日
高田　清子　様	 18 日
清水　智子　様	 26 日

御結婚記念日
野堀喜作　・　敏子	 ご夫妻	6 日
宮本　学　・　恵美子	ご夫妻	6 日
冨田浩司　・　淳子	 ご夫妻	10 日
大木康毅　・　真由美	ご夫妻	12 日
宮川健治　・　麗子	 ご夫妻	15 日
大野治夫　・　佐多子	ご夫妻	18 日
今川武彦　・　美香	 ご夫妻	24 日
根本一城　・　はつ　	ご夫妻	24 日
磯山正蔵　・　とし子	ご夫妻	25 日おめでとうございます！！

10 月・11 月　ニコニコ大賞　受賞おめでとうございます。

ロータリー財団米山記念寄付記念品　贈呈

飯田正行会員・大野治夫会員・齊藤修一会員
本多史郎会員

マルチプル・ポール・ハリス・フェロー

石井健三会員・大里喜彦会員・鬼沢一彦会員
北島睦男会員・古本朝彦会員

ポール・ハリス・フェロー
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年次総会　次年度役員・理事発表
会長	 	 皆葉　真治
直前会長	 大里　喜彦
会長エレクト	 浦里　浩司
幹事	 	 鬼沢　一彦
会計	 	 渡邊　仁
副会長	 	 増山　栄
会場監督	 中田　勝也
副幹事	 	 木村　英博
職業奉仕	 飯田　正行
社会福祉	 山崎　幸登
国際奉仕	 下村　正
青少年奉仕	 上野　修
ロータリー財団	 大堀　健二
米山記念奨学	 東郷　治久
広報	 	 鈴木　昌実　

みなさまの承認ありがとうございました！

ニコニコ BOX
野澤　俊夫会員	 恥ずかしながらゴルフ中に斜面に足を滑らせた際に転倒し左足首の上を骨折しました。ようやく痛みが和らぎま
したので例会に出席できるようになりました。2ヶ月の欠席でご迷惑をかけました。後は通常通りとさせていただきますのでよろ
しくお願いいたします
猪野　研一会員	 開業以来使ってきた印鑑ケースを不注意で割ってしまいましたとても悲しいです
馬場　清康会員	 近ゴルフの成績思わしくなかったので、思い切ってクラブの総取替えをした。「飛ぶ、曲がらない、やさしい」三拍
子そろっているとのふれ込みだったが、やはりゴルフは四拍子目の「ウデ」がものを言う世界だとしみじみ感じている今日この頃です
皆葉　真治会員	 皆様ご承認ありがとうございました。
村上　 義孝会員	 本日は 12月のお誕生日祝いありがとうございました
木村　英博会員	 先日のつくばマラソンのエイドステーション例会のご協力、ご参加ありがとうございました。無事決算できまし
た。感謝です
飯田 　正行会員	 母の葬儀には多くの皆様のご会葬いただきありがとうございました。四十九日の法要を終え、父の隣に納骨いたしました
鈴木　一雄会員	 ニコニコ 30,000 円達成のためわずかな金額ですが、出金します
村上　憲範会員
塚田　陽威会員	 家内の誕生日の御祝いありがとうございました。毎日元気でゴルフをやってます
猪瀬　博　会員	 先々月は母の件でいろいろお世話になりました
吉岡　隆久会員	 移動例会が続いていたので、本日になってしまいましたが、11月、妻の誕生日祝いをいただきありがとうござ
いました。妻も喜んでおりましたが、妻の「もうすぐ Sweet	Ten だね」と言う言葉にドキッとさせられました
北島　睦男会員	 巷にジングルベルが響く時期になりました。3人の孫達にプレゼントを用意しますが、サンタさんの存在を信じてい
ますので、気づかれないように枕元に、そっと置くのに苦労します。子供たちの時はバレてしまって、夢を壊してしまいましたので
緒方　和彦会員	 師走に入りました。あっという間に冬になりました。皆様くれぐれもお体ご慈愛下さいませ
高田　稔美会員	 11 月は分区のゴルフ、牛久 RC野球大会とお世話様でした。珍プレーの連続で楽しかったです。飯泉会員、また
ラウンドしましょうね。裏方をつとめていただいた皆様ありがとうございました！



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

88 71 17 0 1 0 81.60%

プログラム予告
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