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2019 年 1 月 17 日・24 日・25 日

ロータリー特別月間　1 月：職業奉仕月間

大里　喜彦会長　挨拶

本日は、新年会です、改めて新年あけましておめでとうございます。
毎回、素晴らしい席を用意して頂きまして、本当に有難うございます。
清水親睦委員長をはじめとする、親睦委員会の皆様、ご準備ありが
とうございます。
　本年度も残り半分。2 月 23 日に IM（インターシティミーティング）
をつくばで開催します。皆様ご参加をよろしくお願いします。増山
ガバナー補佐を盛り上げていきましょう。
　そして今日は、楽しい新年会としていきますので、よろしくお願
いいたします。

吉岡　昭文パストガバナー　新年の挨拶

あけましておめでとうございます。2000 年にガバナーを仰せつか
り、20 年になります。当初は 280 日間、ロータリークラブに参加
していました。15 周年の時にガバナーをやらせていただき、良い経
験をさせていただきました。県内でも２番目に古い会員となりまし
た。毎年新年会は筑波山江戸屋で開催していただきありがとうござ
います。
　新年会は筑波山で開催しようということになっております 。なぜ
筑波山で開催するかというのはこの筑波山には、歴史の風が吹いて
いるので、年初めには縁起がよいと言われているからです。



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

TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 
2018-19 大里年度 楽しく活動・そして街のために

会報　VOL23

ロータリー特別月間　1 月：職業奉仕月間

小城　豊直前会長　乾杯の挨拶

乾杯！

今年も吉岡パストガバナーお世話になります。吉岡パストガバナーは、1 年に 1 度し
かお会いできない貴重な方です。つくば学園ロータリークラブの歴史など、色々聞き
たいと思います。よろしくお願いいたします。
それでは、つくば学園ロータリークラブの皆様のご健勝と益々の発展祈願しまして乾
杯します！ 

磯山さん、真剣！？大里会長が選曲ですね

大野さんも熱唱！ 清水委員長、熱唱です かなりいい具合になってますね

年男そして、同級生３人組小城直前、食われてます（笑） なにかがちがう〜

いい幹事の懇親会となってます。
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留学生（米山奨学生）との３クラブ合同交流会　1月24日

大里良彦会長挨拶
つくば学園ロータリークラブの平成最後の会長であります大里です。
本日は交流会 米山学友会の諸会員、第 3 回目の留学生との交流会と
なってます。最近テレビで「YOU は何しに日本へ」など日本の素晴
らしいところ、変なところ、日本人ここはおかしいとかが放送され
ていました。ロータリークラブでも留学生の生の声で日本のこんな
とこが素晴らしい、おかしいというところを色々聞いてシェアして、
留学生と交流が取れたらいいと思っています。
　今日、世界では、いろいろなニュースがありますが、そんなこと
気にせず、仲良くなっていければいいと思います。
1 日楽しい席にしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

国際奉仕委員会　古本　朝彦委員長　挨拶
本日開催に中り、段取りでお詫びします。体調不良で事前に入念な打
ち合わせができず、中山米山記念奨学委員長がインフルエンザで欠席
とか、季節柄の問題がありましたが、無事開催することができたので
楽しい会にしていきたいと思います。留学生においては各テーブルで
自己紹介して、日本に滞在して戸惑ったことや、何かに違和感を感じ
たこと、困ったこと、などをロータリークラブのメンバーに伝えて頂
きたい。今後の大きな参考となりますので、情報をシェアしていただ
きたいと思ってます。
　いろいろ相談にも乗ってくれると思いますので、是非ゆっくりと話
してください。そして RC 会員の皆さまは、アドバイスや、何かして
あげられることがないか、考えていただければと思います。是非、素
晴らしい人脈を築いてきていただければと思います 

米山記念奨学会　井田　充夫総括委員長　挨拶
2018-19 年度の米山記念奨学会総括委員長を仰せつかっております、つ
くば学園ロータリークラブの井田充夫です。つくば学園ロータリークラ
ブは米山記念奨学会から数年遠ざかった時期がありましたが、もう一度
復帰したときに、米山奨学生との交流会ということで第 1 回目の交流会
を開催させていただきました。2 年続けて開催し、その後 2 年間、交流
会はお休みとなりましたが、古本国際奉仕委員長と中山米山奨学会委員
長が協力して開催に至りました。米山記念奨学会は新米の総括委員長で
すが、3 年間は総括委員長の活動を行う事となりますので、この米山記
念奨学生のご支援をこれからもよろしくお願いいたします。
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15 年前、中国から、このつくばへ留学生として参りました。私は 2007 年の 4 月
から 2008 年の 3 月までの米山奨学生でした。当時、佐藤二朗先生の厳しい面接だっ
た時代の奨学生です。ロータリーとの出会いがあったから、今の自分がいると考え
てます。ひとつのテーブルに座り、一人の人間として人間と人間の交流がそこで行
うことによって、それがやがて国際平和に繋がっているのだなといつも思っていま
す。このような場を設けてくださったつくばの三つの クラブの皆様にはいつも感
謝を申し上げます。

ひと昔は筑波大学は定員割れするなどあまり魅力がありませんでした。当時は
大学院入学より米山奨学生の合格の方が嬉しかったです。ですが、その後につ
くば万博が開催され、つくば TX の開通があり、つくばは 24 万人も住む市に成
長し、現在のつくばは、日本全国の住みやすい街のランキングの上位になりま
した。筑波大学も米山奨学生倍率も高くなり、米山奨学生は本当に優秀な方々
です。ロータリークラブを通じて日本で見たことを経験したことが世界の平和
に繋がると言うロータリーの魅力を学んでいただきたいと思います。そして手
書きでもハガキでもいいので、是非世話したロータリークラブに季節の挨拶を
して頂きたいというのが私の願いであります。

いろんな議論をしてください　乾杯！ みんな、和気藹々と話をしています メンバーを変え、交流が進みます

参加いただきました米山奨
学生全員に自己紹介をいた
だきました。みなさんロー
タリークラブに本当に感謝
の気持ちを持ち、学業に専
念し、各国と日本の友好の
架け橋になりたいと言って
くれています。
頑張ってください！
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第 3 回交流会、盛大に開催で
きたかと思います。米山奨学生
は本当に優秀ですからこれから
の世界を引っ張ってくれる人た
ちになるのではないかと思いま
す。本当にこういう場を通して
米山奨学生との新しい世界を作

るという夢を見ながら、続けていければいいと思います。次回も
また皆さんもご足労いただいて参加できればと思います

本日はグループリーダーと
して米山記念奨学生とお話
ししましたが、ほとんど日
本の方と考え方がかわりま
せんでした。これからは 10
年 30 年先を皆さんが素晴ら
しい関係を築いていくかと

思いますそれを楽しみにしておりますので今後ともよろしく
お願い致します
。

増山　栄ガバナー補佐　挨拶

本日が最後の会長幹事会、第６分区協議会となります。昨年は
ガバナー公式訪問も無事終わり、何事もなく無事終わることが
できました。ご協力ありがとうございました。今後の日程とし
て、IM（インターシティミーティング）についての詳細や共催
についての協議となると思
います。色々と検討するこ
とが多いとは思いますが、
この後、懇親会が控えてま
すので、スムーズに進行を
させていただきたいと思い
ます。

そして、今年の会員増強は、全体で 10 名増強となりました。ご協力ありがとうございました。

第６分区協議会　（1月25日開催）

最後は手と手繋いでで友好を
深めました。
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〒 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 64 24 0 1 1 73.86%

プログラム予告
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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