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国際ロータリー 2820 地区
つくば学園ロータリークラブ 会報
2018-19  大里年度
楽しく活動・そして街のために！
TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. It is the 33th year since 1986 
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飯泉智弥　会員
井田充夫　会員
大里喜彦　会員
大野治夫　会員
大堀健二　会員
小城　豊　会員

木沢藤房　会員
北島睦男　会員
木村英博　会員
下村　正　会員
菅原　俊　会員
鈴木昌実　会員

高田稔美　会員
中田勝也　会員
中野　勝　会員
中山正巳　会員
馬場清康　会員
皆葉真治　会員

出席率優秀者のみなさまおめでとうございます。また、受賞されなかった会員のみなさまも、今年度は出席率
優秀者目指して、是非例会出席してください。目指せ例会参加１００％！！

山崎幸登　会員

飯田正行　会員
浦里浩司　会員
齊藤修一　会員
林　康夫　会員

古本朝彦　会員
前島正基　会員
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米山奨学生　米山奨学金授与式
ハシタ　アラツチゲ　ハシタガ　ヤーシャン　サマラウイクラマ様

ハシタさん　おめでとうございます。

新入会入会式

（株）常陽銀行
研究学園都市支店
支店長　渡邉　仁　様

	 この度は入会させて頂

きましてありがとうござ

います。簡単に自己紹介

をいたします。私は銀行

に入社して 32年になります。中でも 22年は出向や本部などにいまし

た。そして今回は初の支店長となります。２２年間は水戸の駐在所な

どに在籍しておりました。その間に茨城県の仕事などもやらせて頂き

ましたが、特につくば TXで民間のまちづくりをしようと TX開業ま

えにいろりろと確認して、TXを通じてまちづくりをすると行ったプ

ロジェクトに参加し、のちにこんなにつくばが開拓されるとはおもっ

てもいなかったです。特に研究学園駅付近がこんなに目覚ましい発展

を遂げるとは思ってもいなかったです。一方ではつくば駅周辺が、中

心市街地が空洞化が進んでいるといった現象がみられます。その部分

でもなんとか手が打てるようになれるお手伝いをさせていただけたら

と思います。前任の	保原同様に接していただけたらと思います。よろ

しくお願いいたします。

（株）ノーブルハウジング
代表取締役　長瀬　行弘様
こんにちは、ご承認ありがと

うございます。本日は偶然な

がら５４歳最後の日です。私

は青年会議所出身で、このつ

くば学園 RC にも先輩もいれ

ば後輩もいるので安心して来

てみたら、例会が盛大に開かれているので、とても緊張しております。

今回は自己紹介として、今、私がハマっていることを紹介します。今

ジムに通っていて、とてもいい汗をかいています。一人黙々とやるの

ではなく」、スタジオ内でインストラクターにお指定もらいながらす

ることが好きで、いろんな方に会えるという事も楽しみのひとつとし

て行なっています。そこに少し笑い話になることも・・・これからよ

ろしくお願いいたします。

来賓者ご挨拶
特定非営利活動法人 Dance Association Seeds
代表　林田　祐樹様
貴重な例会の時間を頂きま

して誠にありがとうござい

ます。また第 6回ダン魂へ

のご協賛を賜りまして心よ

り感謝申し上げます。

8月 6日に本番を迎えます。

今年は５２チーム、193 名

の申し込みを頂きました。

これからよろしくお願いします。入会おめでとうございます。
（株）ノーブルハウジング　長瀬　正行様（左）
（株）常陽銀行研究学園都市支店　渡邉　仁様（右）
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ロータリー財団奨学生
柴田　共宏様
前回こちらでご挨拶をさせて

頂きましたが、みなさまのご

支援のおかげで、ロータリ財

産インターナショナルより奨

学金をいただく決定が下りま

して、奨学金を受けることが

できるようになりました。9月上旬にシカゴ大学に伺うことになり、シ

カゴは古くからの伝統かあり、世界中から優秀な人材が集まって参りま

す。そこで、日本では学べないような理論を勉強して、国際的に活躍で

きるようになりたいと思います。そしてロータリーの平和促進、紛争

撲滅そういうロータリーの意志についても学んで行きたいと思います。

ロータリーからの資金面での支援は本当に助かることですし、これがな

ければ留学出来なかったですし、それ以外でも暖かい声をかけて頂いた

り、シカゴの受け入れ団体からも暖かい言葉を頂きました。ロータリー

を通じて人と人との繋がりを大切にし、学問に打ち込んでいけるよう頑

張って行きます。本当にありがとうございました。

米山奨学生　
ハシタ　アラツチゲ　ハ
シタガヤーシャンサマラ
ウイクラマ様
こんにちは、愛称はハシ
タくんを呼んでくださ
い。私は水戸の勝田 RC
にお世話になっています
が、8月 9月はつくばにいるので、つくば学園 RCにお世話にな
ります。よろしくお願いします。

本番では 32チーム、125 名での開催になりますが、ロータリークラ

ブ賞の選定や授与などでご協力をお願いするかと思います。よろしく

お願いいたします。また、スピンオフ企画としてダン魂ティーンズと

して中高生のコンテンツも始めています。こちらも 8月 4日下妻祭り

と２５日はまつりつくばでスピンオフ企画が発信します。これからも

ダンスを通じて多くの方々に楽しい時間を作れるように頑張りますの

でよろしくお願いいたします。

事業計画
親睦活動委員会
清水　義之委員長

今年大里会長が目指す、「楽し
く活動・そして街のために」
に沿った親睦活動を行なって

プログラム委員会
齊藤　修一委員長
今年大里会長年度が目指す、「楽
し例会・出席そして奉仕活動を
通じて街のためへ」というテー
マがありますので、このテーマ
に沿ったプログラムを計画して
行きたいと思います。例年通り会員卓話、招待卓話、委員会連動
の招待卓話、月１回の交流夜例会、他団体との交流例会も考えて
います。今年度は増山ガバナー補佐がいますので、IM開催が年
度内にありますので、これらをプログラムに絡めていけるように
して行きます。9月１０月あたりで「裁判所見学」を計画もして
います。１年間よろしくお願いいたします
クラブ会報広報委員会
鈴木　昌実委員長
今年度は、会報作成として、例
会などの行事や会員の活動を取
材し、正確な情報をクラブ会員
に伝え、広報を通じて、会員・
関係クラブの相互交流を深めて
行きます。そしてホームページ管理としてそれらの活動・お知ら
せなどの掲載も随時行なって行きます。また広報活動の一貫とし
て、各マスコミへの情報発信「ロータリーの友」や地区の「月信」
への投稿等、クラブの活動状況を積極的に PRしていきます。１
年間よろしくお願いします。

ニコニコボックス
木村　英博様　長瀬さん、ご入会心よりおめでとうございます。
楽しくやりましょう。また、また昨年の皆勤賞ありがとうござい
ます。
高田　稔美様　長瀬先輩入会おめでとうございます。JC でも仕
事でも人生でも、大先輩ですが、ロータリーでは後輩ですね（笑）
冗談です。これからよろしくお願いします m(._.)mペコリ
村上　義孝様　長瀬先輩、入会おめでとうございます。今後とも、
どうぞよろしくお願いいたします。

ニコニコボックス　本日の合計 3,000 円
　　　　　　　　　本年度総合計  17,8000 円

参ります。会員同士のコミュニケーションはもちろん、家族を含
めた親睦や新入会員を含めた親睦活動を月 1回運営して行きた
いと思います。今回は初の試みで 3月にワカサギ釣りを計画し
ています。みなさまご参加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 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 60 28 2 2 3 73.25	%

プログラム予告
08月 02日	 	 	 　	 休会	 	 8 ／４に振替のため
08月 04日	 19：10　〜　21：40	 移動例会　	 「2018-2019 納涼パーティー」
	 	 スケジュール　16：15　（ホテルグランド東雲第３駐車場）集合　16：30　出発　
	 	 	 　　　18：30　現地到着出航手続き　19：30〜 21：30「納涼パーティディナークルーズ」
	 	 	 　　　21：50　会場出発（つくばへ）		23：30　帰着　解散
08月 09日	 11：00　〜　12：00　第 2回理事会　2018-2019 年度役員・理事、親睦活動委員長、プログラム委員長
	 	 12：30　〜　13：30	 例会	 	 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
08月 16日	 	 	 	 休会	 	 （定款細則第 6条第 1節により）
08月 23日	 12：30　〜　13：30	 例会	 	 招待卓話　「茨城県中央警察署　生活安全課　警部　斉藤宗男氏」
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