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ロータリー特別月間　6 月：ロータリー親睦活動月間

会長挨拶　2018-19 年度　大里　喜彦　会長

暑いと言う言葉が合う季節になりました。昨今、高齢のドライ
バーのブレーキ踏み間違いによる事故や、不慮の事故の報道が
毎日のように報道されています。本当に悩ましい問題だと思い
ますが、我が家でも 80 代の母親が 3 月に運転免許証の返納を
しました。免許を返納したから加害者になるケースは少なく
なったのかと一安心していますが、今度は被害者にいつなるの
かの心配は残ります。そして免許返納後は、やはりいつでも気
軽に行けたところが、気軽に行けなくなる、好きなところにい
けなくなる、医者に行く時、買い物行く時、ゲートボールに行
く時、誰かが送らないと行けない、迎えに行かないと帰れない、
タクシーを呼ばないといけない、と何かをするには、かなりの
出費があるかなと思います。かなりの負担が増えたなと、私も
皆様も比較的時間は取りやすいのかなと思いますが、結構負担
が大きいのです。公共交通機関バスも比較的に近くにあるとは
言え、思った時間に来ない、当たり前のことなのか、この先自
動運転運転の車が早く出来てくれないかと思ってます。でも

事故を起こす前に免許を返納して本当によかったかなと思いま
す。これからは非常に大きな問題になるのかと思います。
　今月はロータリーの親睦活動月間と言うような特別の月間で
す。年度最初の会員増強月間に始まり、財団の月間、職業奉仕
の月間、国際奉仕の月間、青少年奉仕の月間など特別月間が毎
月ありましたが、今月の親睦活動月間がなんといっても必要だ
と思います。最近、他のクラブの噂話を聞きますが、クラブが
大きく大きくなれるほど、派閥でクラブがギクシャクしだすク
ラブがあるようにも聞きます。でもつくば学園ロータリークラ
ブはそれがないだけに非常に素晴らしいクラブだと思います。
楽しいクラブを作ればいいと思います。
　6 月第一例会と言うことで、最終の会長挨拶です。残すとこ
ろあと 4 回ありますが、気を抜くことなく全力で全うしつつ、
とても気楽のような状態です。6 月 20 日の例会では豊里中学
校での講師派遣例会がありますが、あと 4 回、みなさま少しだ
け頑張って出席のほどよろしくお願いします
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ロータリー特別月間　６月：ロータリー親睦活動月間

6月度会員誕生日・奥様誕生日・結婚記念日

会員誕生日

塚田 陽威 会員 1 日
布川 博 会員  2 日
塙 徹 会員  2 日
伊藤 麻夫 会員 10 日
飯泉 智弥 会員 23 日
東郷 治久 会員 24 日

奥様誕生日

増山 美紀子 様 3 日
下村 宏子 様  13 日
小林 香奈 様  17 日
上野 いゆ子 様 20 日
野堀 紗羅 様  23 日

結婚記念日

五十嵐 徹・綾子 ご夫妻 2 日
吉岡 昭文・鞠子 ご夫妻 4 日
鈴木 一雄・陽子 ご夫妻 4 日
清水 義之・智子 ご夫妻 8 日
齊藤 修一・理恵 ご夫妻 10 日
大堀 健二・優子 ご夫妻 12 日
長瀬 行弘・恵子 ご夫妻 17 日
木沢 藤房・ひろみ ご夫妻 19 日
大里 喜彦・裕子 ご夫妻 28 日

誕生祝い・ご結婚祝いおめでとうございます

次年度幹事報告　2019-20 年度　鬼沢　一彦　幹事

本日例会先立ちまして開催されました第二回理事会を報告しま
す
　2019 20 年度事業計画及び予算案承認の件
　7 月プログラム承認の件
　直前会長・幹事慰労会の件
　3 クラブ合同米山奨学生交流会の件
　RLI 推薦依頼の件
　第 7 回つくばダン魂の件
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ロータリー特別月間　６月：ロータリー親睦活動月間

各委員会　事業報告
勧誘・維持・教育・選考委員会　大野　治夫委員長
　勧誘では、今年は 9 名が入会、3 名が退会で純増５名の目標でしたが、6 名増となり、
初めて 90 名を超え、91 名の大きなクラブとなりました。ここ何年か会員増強が順調に来
てまして 90 名を超える結果となりました。
　教育では、オリエンテーションを 3 年未満の会員を中心に集まり 2 月 14 日と 5 月 9 日
の 2 回行いました。
　選考では、つくば学園 RC は建設、建築、不動産、の分類の方が多く集まっているかと
思います。今後についてスーパーやメンテナンス、サービスなどの分類の入会を知人友人
で紹介できる方よろしくお願いします。

職業奉仕委員会　塙　徹委員長
　職場訪問で平成 30 年 11 月 15 日タキイ種苗の研究場に伺いました研究施設内で野菜の
自社開発をしまして新品種見学説明会を受けました。新品種の試食もできて良い経験がで
きたかと思います。つづいて平成 31 年 3 月 11 日東京ガス日立 LNG 基地に行き LNG 液体
を使った発電システムを見学しました。また、平成 30 年 10 月 21 日に卓話を行い、種屋
と言うのはどういう仕事なのかを見学前に説明を受けると説明が頭が入ることでタキイ種
苗・佐藤様卓話を頂きました。平成 31 年 1 月 31 日には私がタキイ種苗の説明と種屋と
言う歴史を卓話させていただきました。そして予定ですが 6 月 20 日に「中学生と語る会」
をつくば市の豊里中学校で例年通り行います。20 名もの講師がきます。参加していただい
て中学生との交流していただければと思います。

社会奉仕委員会　伊藤　麻夫委員長
　社会奉仕委員会のの活動は 11 月に集中していて、実施した項目はつくばゆかりの森で
活動したロータリーの森創生を多くの参加者に集まっていただき、全員で 102 名で行い
ました。また 11 月末につくばマラソンにおけるエイドステーションの設置を行いました。
参加者が 51 名となり、この活動に関してはつくばシティロータリークラブとの持ち回り
での活動なので次年度はつくばシティー RC 順番なので、準備等の必要性は無いのかと思
います。

国際奉仕委員会　古本　朝彦委員長
　筑波大留学生との交流会を数年ぶりに実施、例会前にインフルエンザの集団感染があり、
私自身も感染して準備に加われない、司会者も感染してしまうというトラブルがありまし
たが、周りの方々にバックアップをいただき、お陰様で無事終了することができました。
　世界における難民問題と国連に関する卓話を国連難民高等弁護団を読んで行いました。
　コノユビトマレプロジェクトでの寄付でタイ・ネパール・フィリピン・ミャンマーなど
7 案件に対して寄付をしました。
　アイセック筑波大委員会の国際インターンシップをやっている団体と前島先生が昨年度
から継続していて、例会に来て活動報告をいただき、今年も継続的に支援をいたしました。
　最後にその他として緊急支援対策を行って参りました。
今年度はみなさまに多大なるご協力いただきましてありがとうございました。
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ロータリー特別月間　６月：ロータリー親睦活動月間

親睦委員会　清水　義之委員長
　この 1 年間は、新しいことを企画し実行させていただいたり、大変なことを会長・幹事・
事務局には様々な要求をしたり、何度かぶつかったり大変でしたが、中野幹事の人柄で無
事 1 年間親睦活動できたと思います。
　7 月 19 日に小城直前会長の慰労会、その後納涼パーティーとして 8 月 8 日に東京クルー
ズ、こちらは鬼沢会員に紹介していただきかなりのサービスもいただきました。
　12 月のクリスマスパーティーでは、皆さまから多くの協賛いただきました。この場を
借りて御礼申し上げます。ありがとうございました。
　1 月には新年会、2 月には当クラブ初の企画わかさぎ釣りを福島の方に行かせていただ
き、深い親睦が築けたかと思います。
来年は瀬戸口会員が委員長となりますが、今年度も副委員長として大変な思いをして活動していただいたかと思います。
広瀬会員におきましてはワカサギ釣りで 2 度も現場に出向いていただきました。最後に 1 年間本当にお世話になりました

クラブ会報・広報委員会　鈴木　昌実委員長
　会報の作成ですが、遅れが出ておりまして皆様に多大なご迷惑をおかけした事をお詫びいたします。内容に正確な情報を伝えた
いので情報収集が遅れてしまいました。次年度には改善していきます。また、会報は作成したらホームページにアップはしていま
したが、以前はメールでも全会員へ送信していたと教えていただきましたので、対応できるようにしていこうと思います。
　ホームページの管理ですが活動報告通知発信できるようにしましたが、投稿のやり方で内容がずれてしまうという状態ですので、
一部管理方法を変更し、順次報告できるように修正していきます。　
　広報活動としてマスコミ、ロータリーの友、月信への情報は発信は正確行う事ができたと思います。
　引き継ぎ事項ですが、会報作成の遅れが多々ありましたので事前に情報を確認して、正確な情報を素早く整理をできるようコミュ
ニケーションを各委員会と取りながら作成していていけるようになればと思います。
　今回 SNS での発信がなかったのでホームページが更新された時に SNS 活動報告としてホームページに来てくださいというお知
らせができる様、今年度の反省点として活動できればと思います。一年間ありがとうございました。

米山奨学会委員会　中山　正巳委員長
　今年度 3 度目のカウンセラーとなり中国の高偉さんを当クラブで受け入れをしました。
受け入れ当時は日中の関係は良くなかったのですが、彼女は親日派だということを感まし
た。多くの皆さんとの交流できる機会があり、ボーリング同好会ではボーリングが未経験
と言う事でボーリング同好会の誘いました。初めてボールを投げたときは後ろに投げてい
ましたが、ストライクも取ることができて心から喜んでいたようでした。また自宅にも 2
度ほど呼びそば打ちと天ぷら揚げを手伝っていただき、天ぷらを覚えていました。家族と
の交流も非常に良くできたかなと思います。その彼女のですが、今年の 3 月で卒業して、
4 月に中国大連の方に帰りました。本人はこちらで就職してまだ日本に居たいとの事でし
たが、お母さんが卒業式に来日し、お母さんと一緒に渋々帰ったというのが現状です。反省点は米山奨学会委員長の使える予算が
無いで、少しあれば積極的な交流ができるかと思います。
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斉藤　修一　会員
大里会長、中野幹事、一年間大変お疲れ様でした。残りあと 3 週間どうか何事もないようお願いしたいいたします。あり
がとうございました。
鈴木　昌実　会員
中古の PC データの復元を頼まれたので復元したらとんでもないデータ（依頼者は知りません）が出てきました。危ない
ので対応しましたが、 PC の入れ替え時期は情報漏洩が増加します。注意してください。
大野　治夫　会員
退院して 30 ラウンドプレイしました。昨日おとといと 80 台が出ました。嬉しいです。
増山　栄　会員
昨日は私の慰労会のコンペそして慰労会を開催していただきありがとうございました。あと 2 週間でガバナー補佐の役目
も終わりますお世話になりました。 
鬼沢　一彦　会員
直前理事会お疲れ様でした。来月より皆葉年度のスタートです。６月いっぱいは大里年度、7 月からは皆葉年度、ご協力
よろしくお願いします。
田中　芳和　会員
東京建築士会のコンテストで住宅部門金賞をいただきました。ありがとうございました。
村上　義孝　会員
 SAA として例会の司会を初めてやらせていただきました。皆様ありがとうございました。
山崎　幸登　会員
皆葉年度で社会奉仕委員長を拝命します。虫刺されで高熱を耐えて本日の例会に参加してます。今日ニコニコで予定数字
終了です。よろしくお願いします。 
北島　睦男　会員

「中学生と語る会」には会員の皆様方に講師、さらに講師の紹介等で大変お世話になりました。本番まで残り 3 勤になり
ました。当日も一層の力をお願いします。
東郷　治久　会員
本日はつくば学園ロータリークラブの例会会場としてつくば山水亭を利用いただきましてありがとうございました。今後
もよろしくお願いいたします。
渡邊　仁　会員
入会させて頂き 1 年が経ちました。いろいろは場面でお世話になりありがとうございました。
古本　朝彦　会員
6 月のお誕生日の皆様おめでとうございます。他にに書くことがない。スミマセン。 

ニコニコボックス

ロータリー特別月間　６月：ロータリー親睦活動月間

本日合計 71,000 円 累計額／（目標金額） 1,494,000 円／（2,700,000 円）



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

91 63 28 0 2 0 70.78%

プログラム予告
06 月 13 日 12:30 ～ 13:30　各委員会委員長事業報告発表
06 月 20 日 12:00 ～ 15:15　移動例会 「第 12 回中学生と語る会」会場：豊里学園つくば市立豊里中学校　体育館
06 月 27 日 12:30 ～ 13:30　例会 各委員会委員長事業報告発表 定時総会 会長・幹事退任の挨拶 ※ 6 月ニコニコ大賞
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