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大里　喜彦会長　新年の挨拶

ロータリー特別月間　1 月：職業奉仕月間

皆様新年あけましておめでとうございます。今回は年始めではあります
が、平成最後の新年の挨拶です。そこで「平成」の名前の由来を調べて
みました。「内平外成（内平かに外成る）」　　内側が平らになれば外が
成る　または「地平天成（地平かに天成る）」　国の内外、天地とも平和
が達成されるという意味があるそうです。
　思い起こせば、昭和から平成になる時が、30 年前で、さまざまな時
事がありました。ベルリンの壁が崩壊し、東西冷戦が終わりました。さ
すが平成だな、このまま世界平和になるのかなと思ったのですが、民族
紛争か宗教紛争か不明ですが、中東、アフリカ など世界数カ所で紛争
があり、世界平和が程遠いのかなと思っております。人間の欲が無く
なれば平和になるのでしょうが、平和になると人類進歩、進化が無く

なってしまうと言われています。非常に難しい問題なのかと思っております。日本で起きた出来事で、忘れてはいけないのが、
2011 年 3 月 11 日の東日本大震災です。これは絶対に忘れてはいけないですし、今後起こってほしくない災害です。また、私
ごとですが、この３０年間に３度涙をながしました。１度目は、平成 10 年、つくば青年会議所の理事長を仰せつかっていた年に、
まつりつくばを開催し、通行止めをしてパレードを成功させた時、２度目は、父親を無くした時、３度目は 1998 年に横浜ベイ
スターズ（大洋ホエールズ）が優勝した時です。
　そして、大里年度が残り、4 × 6 回、全 24 回の例会があります。そして、今年は２月 23 日当クラブ、増山栄ガバナー補佐
としての IM（インターシティミーティング）がありますので、増山栄ガバナーを是非応援していきたいと思います。是非ご参
加をさせてください。

中野幹事　幹事報告
2 月プログラムの件
クリスマスパーティー決算報告の件
ロータリーの森造り決算報告の件
正会員承認の件
その他
 IM の件
 ピンクリボン協賛の依頼の件
 2 月 14 日新入会員のオリエンテーションを行います
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ロータリー特別月間　1 月：職業奉仕月間

会員誕生日

野堀　喜作会員 1
小関　迪会員  2
吉岡　隆久会員 18
秋元　佳祐会員 22
中野　勝会員  22
北島　睦男会員 23
磯山　正蔵会員 24
菅原　俊会員  24
塚越　俊祐会員 28
川﨑　庄一会員 31

1月お誕生日・奥様誕生日・ご結婚お祝い

奥様お誕生日

菅原　浩子 様 1
根本　はつ 様 1
大里　裕子 様 3
馬場　二三子 様 13
中野　真粧美 様 15
沼尻　恵里子 様 21
江原　浩美 様 27

ご結婚お祝い

増田　忠則・正子 ご夫妻  7
藤川　雅海・美也子 ご夫妻  9
路川　淳一・優子 ご夫妻  15
江原　一郎・浩美 ご夫妻  15
星　栄一・香織 ご夫妻  16
木村　英博・綾 ご夫妻  25
本多　史郎・景子 ご夫妻  28

おめでとうございます！

鬼沢　一彦　会員
新年あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いします。本年度は副幹事を仰せつかり、
来年度は幹事になります。今年７月までは大里会長を精一杯盛り上げ、7 月以降は皆川次年度会長を
盛り上げていきたいので、よろしくお願いします。
　つくば学園 RC を入会して、6 年が経ちました。入会時は親睦委員会、2 年目が親睦委員会副委員長、
3 年目が親睦委員会委員長で、4 年目は職業奉仕、そして副幹事です。入会当初は、私も若手だった
のですが、6 年も経つとベテランの位置になってしまたように思えます。年男という節目の年という
ことと還暦の年となります。今年は良い年のなると願いつつ、1 年間いろいろやっていきたいなと希

望があります。昭和が 30 年、平成が 30 年、そして次の年号も 30 年生きれば 90 才になります。頑張って生きていこうと気持ち
を持っています。３つの年号に渉って生きることを楽しみながら、 還暦という節目を感じていきたいと思います。

大里　喜彦　会長
私は 1959 年の昭和 34 年生まれで、今年厄年の還暦を迎えます。同い年は鬼沢会員と前島会員で、
芸能人は山口百恵さんも同い年です。そして、生まれた年は、尺貫法がメートル法に変わった年と、
1954 年に美智子様とご結婚された年です。私は、昭和が 30 年、平成が 30 年、そして次の年号も頑張っ
て 30 年間、終活に向けて頑張っていきます。改めてよろしくお願いいたします。

年男の抱負
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鈴木　冨士雄　会員
あけましておめでとうございます。私は昨年 6 月につくば学園 RC に東京のクラブから移籍し、
皆様の温かい迎えに本当に感謝しています。今、孫が 11 人居るので、忘年会・クリスマス・お
正月・成績優秀賞などごの祝儀で出ていく方ばかりで、自分のために使うチャンスがないです。
昨年、天皇陛下の番組で天皇陛下は美智子様について、今まで自分の考え、行動に沿って生きて
きてくれことに対しての喜びの言葉を話ししていました。私も家庭が一番うまく行くことが素晴
らしいことと思っています。私は仕事柄、朝から晩まで妻と一緒にいます。どのような時でも、
妻の前では素直な気持ちでいます。そこで感じたことは、妻とは、人生のパートナーという風に
考えた方が、関係がうまくいくのではないかと感じました。そしてロータリークラブは、” 寛容

の心・相手の身になって考える心という所に向かって活動をするのが奉仕の心 ” と言うので、今年の抱負は、家庭の中を仲良くい
ろいろ挑戦していきたいというのが一つ。続いて仕事を通して、「生きがいと喜びを分かち合える診療」ができる様、妻と共に喜
び会える仕事場にしていきたいと思います。地域社会に対はつくば駅にシンボルになるのようなものを作りたいといつも思ってお
ります。

吉岡　隆久　会員
あけましておめでとうございます。私は 1971 年、昭和 46 年生まれの年男ということで 48 歳に
なりました。新年の抱負をあまり考えた事が無いのですが、よく考えると 12 年前、丁度今の仕
事が始まった時でした。今度 12 年経つと還暦を迎えるということになります。これまでの 12 年
というのは一人で気楽に弁護事務所を開きながらやってまいりましたが、これからは自ら進んで
何かに頑張っていきたいと思います。この思いが強いて言えば新年の抱負かと思います。まだま
だ若輩者ですがご指導ご鞭撻をよろしくお願い致します。

新入会員入会式

久保田　康隆　様

つくば市遠東で農業機械の販売をしています、久保田康隆と申します。どうぞよろしくお願いい
たします。
実は、つくば学園ロータリークラブの皆様とは 2015 年に、つくば青年会議所の理事長してい
た時に、ここでお話をさせてい
ただきました。そのご縁があり、
2015 年の関東東北豪雨災害の際
に、つくば学園ＲＣから支援金と

いう形でご支援をいただいたことを思い出しました。そして、今回
は皆様からお誘いいただき、入会をさせて頂くことができました。
まだまだ右も左も分かりませんが、一つ一つ参加してロータリーク
ラブというものを学ばせて頂きます。
どうぞよろしくお願いいたします。
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ニコニコボックス
長瀬　行弘　会員 本年もよろしくお願いします。先日は家内の誕生日に綺麗な花をいただきありがとうございました。

大里　喜彦　会員 あけましておめでとうございます。先週土曜日、一昨年に引き続きバージンロードを歩いてきました寂しい 
   ような嬉しいような

石井　一　　会員 新年あけましておめでとうございます久しぶりの例会です今年もよろしくお願いします。

鈴木　一雄　会員 本年もよろしくお願いします。

飯田　正行　会員 久保田くん、市村くん、ウェルカム !

村上　憲範　会員 新年あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願い申し上げます。

飯泉　智弥　会員 あけましておめでとうございます。今年もロータリーを楽しみたいと思います。よろしくお願いいたします。 

渡邊　仁　　会員 家内の誕生お祝いのお花を頂きました。ありがとうございます。

鈴木　冨士雄会員 あけましておめでとうございます。お年賀状ありがとうございました。今年もよろしくお願いします 。

高野　勝憲　会員 あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。3 月 1 日ベストランドコンペ、皆様よろ 
   しくお願いします

木沢　藤房　会員 今年も一年よろしくお願いいたします。

山崎　幸登　会員 あけましておめでとうございます。福岡出張からの直帰で参加しました。時間があったので警察署に行って 
   昨年末に失くした免許証のチェックに行ったら、なんと届いていました。とてもラッキーです。 

林　康夫　　会員 1 月 20 日日曜日の辛坊治郎氏の国際会議場でのセミナー 10 時からですが、ぜひ参加してみてください。
   面白いですよ。

市村　剛　様

私の出身は桜川市で、現在は研究学園に住んでいます。
職業は飲食業を行なっており、つくば市を中心に店舗を展開しています。これから
飲食でも一風違った方向で進めていきたいと思います。何かありましたら声をかけ
ていただければと思います。紹介者は赤荻さんと五十嵐さんですので何かあればよ
ろしくお願いいたします。今年は大里喜彦会長ということで、昔から大変お世話に
なってるので、何が何でも今年中に入会したくて、お願いしますということで入会
させて頂きました。
まだロータリークラブがどういうものか分かりませんが、失礼もあるかと思います
が今、後とも一歩一歩頑張って参りますので、よろしくお願いいたします。

会報　VOL22

ロータリー特別月間　1 月：職業奉仕月間



インスピレー
ションに

なろう
インスピレー

ションに

なろう

It is the 33th year since 1986
2018-19 大里年度 楽しく活動・そして街のために

海堀　敏光　会員 久々の参加で申し訳ございません。本年もよろしくお願いいたします 。

野澤　俊夫　会員 明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。

川崎　庄一　会員 誕生祝いありがとうございました。

五十嵐　徹　会員 あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。久保田くん入会おめでとうござい 
   ます。市村くん来月入会おめでとうございます。

木村　英博　会員 あけましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いします。本日は市村さん、久保田さん、  
   ご入会おめでとうございます。楽しくやりましょう ^ - ^

赤荻　秀康　会員 いつもすんません。

塚越　俊祐　会員 誕生日プレゼントありがとうございます。皆様のところに良い 年神様が来ますように願っています。

木村　英博　会員 結婚記念日のお祝いありがとうございました。11 年目に突入です。正直忘れておりました。感謝！

中野　勝　　会員 あけましておめでとうございます。早速、誕生祝いいただきありがとうございます。

吉岡　隆久　会員 誕生祝いありがとうございます。今年はとにかく、無病息災で行ければと思います。よろしくお願いいた 
   します。

増山　栄　　会員 新年あけましておめでとうございます。本年も大変お世話になります。よろしくお願いいたします。

高田　稔美　会員 皆様、本年もよろしくお願いいたします。久保田さん、市村さん、入会おめでとうございます。楽しくや 
   りましょう！ 

11月・12月　ニコニコ大将 米山奨学個人寄付大会米山功労 米山奨学金授与
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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

89 62 26 0 2 1 72.41%

プログラム予告
01 月 17 日　19：00 ～ 21：00 移動例会 ～「新年会」～　会場：筑波山「江戸屋」 バス送迎：午 18：00　東雲集合・出発
     ※新春ゴルフコンペ　「筑波東急ゴルフクラブ」集合 9：00 スタート 9：30（IN スタート）
 01 月 24 日　19：00 ～ 21：00  移動例会 「留学生（米山奨学生）との交流会」
    会場：筑波大学グローバルヴィレッジ　コミュニティステーション２階 文化交流ホール
01 月 31 日　12：30 ～ 13：30　　 移動例会 職業奉仕月間に因んで 職業奉仕委員会「塙徹委員長」
    ※会場「ホテルグランド東雲」となります。
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