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It is the 33th year since 1986

TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I.

例会報告
中野勝幹事
入会式

幹事報告／

INDEX

記念品贈呈・ベネファクター 1000 ドル寄付

東京ガス（株）つくば支社

事業計画発表

幹事報告

青少年奉仕活動委員会

尾形和彦様

中野

小城直前会長

日本生命保険相互会社・柏常総支社

北島睦男委員長

ロータリー財団

森蔭昴輝様

野澤敏夫委員長

／

／

来賓挨拶

ニコニコボックス・他

勝幹事
記念品贈呈

ベネファクター会員（1000 ドル寄付）

つくばサンライズロータリークラブ様より
フィリピンでの歯科医業奉仕の件

期間 10 月 4 日〜 8 日まで

小城直前会長

おめでとうございます！

新入会員入会式
東京ガス（株）つくば支社

支社長

尾形和彦

様

はじめまして、本日入会しました東京ガスつくば支社の尾形和彦と申します。当社が東京
ガスになったのは 3 年前で、それまでは筑波学園ガスということで都市ガスの供給を４６
年間行っていました。昨年の 4 月に水戸にあるプロジェクトでつくばに参りました。まだ
まだ新参者ですが、地域活性化に微力ではございますが、頑張っていきます。ご指導のほど
よろしくお願いします。
日本生命保険相互会社
森蔭昴輝

柏常総支社

様

日本生命の森蔭と申します。4 月より群
馬県から転勤してきました。群馬県では５
年間ロータリー活動をさせていただきまし
た。この度増山さんのご紹介ということで、
つくば学園ロータリークラブにお世話にな
る事になりました。年齢も３６歳という若
輩者ですので、ご指導のほどよろしくお願いいたします。

入会おめでとうございます！

TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I.
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つくばシティ RC

来賓ご挨拶

稲葉

様

ブに入会し、その年の 7 月には SAA

第 2820 地区パストガバナー
輝文

会長

思い返すと６年前にロータリークラ

国際ロータリークラブ
保延

貞幸
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が担当となりました。当時は SAA

様

の事が全くわからなかったので、つ

みなさんこんにちは、本日は

くば学園 RC に表敬訪問し、SAA を

各分区のクラブを訪問しており

やることを一所懸命見てたことが記

ます。ガバナーが終わりました

が、みなさんはガバナー年度は、 憶にございます。１年間お世話になります。よろしくお願いいたします。
時が立つのが早いといっていましたが、私はとても長く感じました。

つくばシティ RC

こちらのクラブには地区大会の応援をいただきました。地区大会の

金子

会場設営、進行に携わって頂いた東京企画様からスムーズに進行が

他喜男

幹事

様

稲葉年度の下で幹事を務めさせて

出来ました。とお褒めの言葉を頂きました。今回はつくば学園ロー

頂きます。１年間頑張りますので

タリークラブ、つくばシティロータリークラブ、つくばサンライズ

よろしくお願いいたします。

ロータリークラブにご協力をいただき、つくば学園ロータリークラ
ブでは小城会長、菅原幹事をはじめ大変お世話になりました。次回
は大里会長と中野幹事が行う事になりますが、この雰囲気を持続して

つくばサンライズ RC

ご協力いただければと思います。今年度は増山さんがガバナー補佐を

雨宮

行なっておりますが、増山さんとは同期の会長です。本当に素晴らし

３度目の会長となります。つくば

い方だと思っていますので、今年は素晴らしいガバナー補佐を務めて

サンライズ RC は、昨年２名入会

くれると信じております。本当に１年間ありがとうございました。

し、７名になりました。10 月に

国際ロータリークラブ
第 2820 地区地区幹事
山本

進

様

淳

会長

様

企業奉仕を行います。つくば学園 RC から大き会員が参加されること
となっております。他の方も興味がありましたら、一緒に事業を行っ
ていきたいと思います。また１年間よろしくお願いいたします。

つくば学園ロータリークラブの

東京江戸川 RC

みなさまには本当にお世話になり

嶋村

ました。心より感謝申し上げます。

文男

会長

様

東京江戸川 RC の島村と申しま

ありがとうございました。

す。つくば学園 RC には昨年 6 月ま

土浦南ロータリークラブ

で在籍してました、鈴木富士夫さ
んが移籍をさせて頂きまして、幹

（直前ガバナー補佐）
鈴木

事の方には本当にお世話になりま

昭夫様

保延年度２０１７−１８年度第 6 した。本日はそのお礼にきた次第でございます。鈴木さんはつくばで働い
分区ガバナー補佐をさせて頂きまし ているので、移籍させて頂きました。みなさま是非仲良くしてください。
た。地区大会ではつくばの３クラブ またモンゴルでの事業で井田さんともご指導いただいていたので本日はあ
のみなさまが本当に苦労されて、保 えて本当に嬉しかったです。また引き続きよろしくお願い申し上げます。
延ガバナーと準備をされてきたの
で、本当に大大大成功で終わる事
ができたと思います。前夜祭では知事とつくば市長、それから石岡市長
までもが「手と手を繋いで」までいたという事が、なんと素晴らしい地
区大会となっていることと感動いたしました。石岡市長の挨拶も素晴ら
しい挨拶で、
感極まりました。その後石岡 RC の方が挨拶に伺ったところ、
ロータリークラブが本当に素晴らしいと再認識したと頂き、いい企画を
したからこそ頂いた評価だと思います。ありがとうございました。

事業計画
青少年奉仕活動委員会
北島

睦男委員長

青少年奉仕活動委員会では、３
つの事業計画があります。
１．筑波ジュニアオーケストラの
方に楽器を購入する費用を寄付
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なり寝袋があれば泊まれそうです。

し、支援活動を続けて参りたいと思います。２．豊里中学校との「中学

生と語る会」を講師の派遣と推薦をメインに活動を行います。３．イー 清水 義之様：今日は大里、中野の丸の初出航！現在の進路は順風満帆です。我々
アスセンターコートで開催されるダン魂への協賛という形で支援します。 乗組員も全力でサポートします。思わぬ所で座礁せぬよう船長お願いします。
菅原 俊 様：大里会長、
一年間宜しくお願いします。中野幹事、
一年間「ガンバッ

ロータリー財団
野澤

テクダサイ！！」

俊夫委員長

鈴木 一雄様：※白紙で受け付けました

１年間よろしくお願いいたしま
す。ロータリー財団の事業剣客は、
１．ロータリー財団プログラムを会
員のみなさまにご理解いただき、活
動を推進していきます。活動とは
良いことをするための補助金を活用するということです。この補助金に
は２つに分かれひとつは地区補助金、もうひとつはグローバル補助金に
なります。地区補助金はロータリーの森創生事業を社会奉仕委員会から
推進して頂きました。もうひとつのグローバル補助金は大堀さんから筑
波大学生へのシカゴ大学への授与として申請がおりました。２．ロータ
リー財団への寄付を推進していきます。こちらは年次寄付として、毎年
１会員１３０ドル、クラブ寄付として、１０００ドル、ポリオの寄付と
して、１会員２０ドルを寄付していますので、みなさん１５０ドルの寄
付をしている事になります。もう一つ恒久基金としてベネファクター会
員の増強として寄付を毎年１名以上寄付をするということで１０００ド
ルを寄付する事になっています。ポール・ハリス会員増強として毎年１
会員１０００ドルを寄付する事になっています。税制上の処置も受けら
れるので、後ほどお願いに伺いますのでよろしくお願いいたします。

ニコニコボックス
【7 月 4 日のニコニコボックス】
飯田 正行様：大里会長、中野幹事 一年間の御活躍を期待しております。
石井 一 様：初めて SAA を頑張ってやります。
伊藤 麻夫様：大里年度がスタートしました。私もがんばります！！
猪野 研一様：大里年度の大成功をご祈念申し上げます。

鈴木 昌実様：大里会長、一年間宜しくお願いいたします。
高野 勝憲様：本年度も宜しくお願いします。本年度は計画的にニコニコ・・・
中野 勝 様：緊張します。一年間よろしくお願いします。
中山 正巳様：喜彦会長、勝幹事、仕事一番、ロータリーも一番で一年間がんばっ
てください。入会金２０万円は高かったよね！でもステータスだよ。
野堀 雄樹様：大里会長、中野幹事 １年間よろしくお願いいたします。
広瀬 潤 様：大里年度スタート、期待しています。
古本 朝彦様：誕生日プレゼントありがとうございました。10 月の職業奉仕と
国際奉仕の合同企画、タイ旅行、是非ご参加ください。
前島 正基様：誕生祝い有難うございます。５０代最後となるので、有意義な年
にしたいと思います。同級生の大里会長、頑張ってください。
皆葉 真治様：大里会長、中野幹事長い長い１年間がスタートしました。よろし
くお願いします。
村上 義孝様：大里会長、新年度どうぞよろしくお願いいたします

【7 月 12 日のニコニコボックス】
木村 英博様：来週の会長・幹事のお疲れ様会を楽しみにしております。
小關 迪 様：新年度体制でがんばって下さい！
高野 勝憲様：7 月 30 日、ベストランドのコンペのご参加、皆様有難うございます。
暑くなるかと思いますが、体調に気をつけて楽しみましょう！！
村上 憲範様：D3850. メトロイロイロ RC（パナイ島）会長就任式に参加してき
ました。
増山 栄 様：保延 PG はじめ多くの御来訪の皆様ようこそいらっしゃいました。
新入会員の尾形さんと森陰さんを宜しくお願いします。
高田 稔美様：誕生祝いじゃなくて、結婚のお祝いありがとうございました。カ
メリアでランチしてこようと思います。我が家のつかの間の平和、ありがたいで

浦里 浩司様：大里会長の真面目なお顔を初めて拝見しました。大里年度の船出 す。

おめでとうございます。進路を誤らないよう、中野幹事操船宜しくお願いします。 大野 治夫様：出がけに Y シャツを着たらブカブカでした。シャツ、パンツは S
大木 康毅様：大里年度が光り輝きますようお祈り申し上げます。

サイズになりそうです。このペースであと 55 年生きられるかな？

大里 喜彦様：さあ、今日から一年間宜しく御願いします。と気合い入れました 鈴木 冨士雄様：わざわざ東京から現地区幹事今井さん、次年度ガバナー補佐
が、先週お預かりした会長バッチ、大事に金庫に片付けたまま忘れてしまいまし 島村さん、ようこそ、いらして下さいました。
た。ありゃ。

林 康夫 様：記念すべき大里・中野年度の第１回に欠席してしまい失礼致しま

大野 治夫様：大里会長、中野幹事、いよいよスタートですね。一年間楽しく頑 した。そして何と本日は早退です。重ねて申し訳ありませんです。
張りましょう。

逆井 甚一郎様：本年度もよろしく。

小城 豊 様：大里会長、中野幹事就任おめでとうございます。すばらしい一年 今井 忠 様：はじめてメイクアップせさて頂きます。楽しい一時を過ごさせて
を期待しています。

頂きました。

木村 英博様：大里会長スタートおめでとうございます。よろしくお願いします。 RI 2580 地区 東京東江戸川 RC 嶋村 文男様：
( ＾∀＾ )

6 月に入会した元クラブメンバー鈴木 冨士雄さん、宜しくお願いします。ご縁

下村 正 様：先日、初めてロータリー新事務所に行って来ました。部屋が広く に感謝致します。
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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

64

23

0

1

6

81.39 %

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

