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It is the 33th year since 1986

例会報告

2019 年 6 月 20 日

INDEX

「中学生と語る会」
豊里学園つくば市立豊里中学校

会長挨拶

2018-19 年度

会長

大里

喜彦

本日講師を行なっていただく皆さま、改めましてよろしくお願いします。
ロータリアンの皆様の今年度の例会はあと 2 回です。今日は移動例会ということ
で、少し気楽な感じではありますが、ロータリーの出席が少なく寂しいのかなと思
います。出席は豊里中学校の先輩が 8 割ぐらいですね。ちょっと寂しいかなと思い
ますが、「中学生と語る会」は第 12 回目となりました。よろしくお願いします。
時間の許す限り子供たちのために、自分たちの職業のお話しをしていただければ
と思いますので、今日は有意義な日を過ごさせていただきます。宜しくお願いしま
す。

学校長挨拶

豊里学園つくば市立豊里中学校

本日は大変お忙しい中お集まりいただきましてありがとうご
ざいます。

古澤

武司校長

なっています。
そこに様々な

私は 4 月よりこの豊里中学校に赴任しました。古澤と申しま

職種の方のお話

す。出身は上郷です。ここの卒業生になります。ですのでここ

を聞く事で、子

に先輩も多くいます。高校の先輩、前の学校でお世話になった

供たちは夢ファ

方々もたくさんいまして、嬉しいような、恥ずかしいような、

イルという豊里

そんな気持ちでいます。

学園小学校、今

固い話を言うと学習指導要領という国の教育基本があります。

鹿 島、 沼 崎、 上

来年から中学は全面実施になりますが、その中では家庭とか地

郷小学校と豊里

域の方々に協力をしていただきながら学校教育の充実を目指す

中学校、これが

ということで地域の協力をまたさらに強めていただくというこ

豊里学園としています豊里学園では小学校から夢ファイルとい

とが載っていますが先ほど皆葉さんとは小中高と同級生ですが

う、自分はこんなことをやりたいんだ、こんな職業に就きたい

が、同じ卓球部で仲良くしてもらった仲なのですが、この企画

という夢ファイルを持っています。そのために勉強頑張ろう、

は 12 年前からこういう取り組みを行っているということで、

運動頑張ろうとか、少しずつ計画を立てているようです。

豊里中学校も真的な目があったんだととても嬉しく思っており
ます。学校ではキャリア教育ということで、昔の進路指導で、
どういう大学行ったとか、どういう高校に行ったかなど中心に
考えていましたが、今は生き方というか、どういう生き方をし

そういうことにも今回のワークフォーラムには役に立つひと
つなのかなと思います。
子供達が非常に楽しみにしていますので、一日よろしくお願
いします。

ていこうか、その中で職業の選択も一つ入ってくるという形に

ロータリー特別月間

６月：ロータリー親睦活動月間

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
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青少年奉仕委員長挨拶
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睦男委員長

青少年奉仕委員長の北島と申します。私は年度替わりが 7 月なのであと一週間で青少年奉
仕委員長も終わりということになります。実は私も高校の教員をしていて、その頃は豊里
中学校の前を毎日通勤で通りました。私の母校は高山中学校ですが、そこからここに転勤
されてきた先生も校門に立っていて挨拶したのを覚えています。
特に今日ロータリークラブの会員以外で参加いただきました皆様方、会長からもお話が
ありましたが、何かと忙しくお暑い中お集まりいただきまして本当にありがとうございま
した。校長先生からお話がありましたが、本日中学校の生徒は 8 年生から（中学 2 年生）
ですね先生方のお話を非常に楽しみにしていると伺っております。どうぞ最後までよろし
くお伝えください。よろしくお願いします。

「中学生と語る会」
生徒代表挨拶

こんにちは、本日はお忙しいなか私たちのために貴重な時間をありがとうございます。こ
のような機会と将来の夢を見られるいい機会をいただきました。みんなで有意義なワーク
フォーラムにしましょう。

つくば学園ロータリークラブ

大里会長

挨拶

皆さんこんにちは。今日は本当にありがとうございます。ご紹介に預かりました、つく
ば学園ロータリークラブ会長の大里です。実はロータリークラブは 7 月が切り替えにな
ります。もうすぐ会長は終わりますが、豊里中学校のワークフォーラムも今回で 12 回目
です。
つくば学園ロータリークラブは中学生とのワークフォーラムを豊里中学校だけとしか
行ってません。君たちはとても運がいいです。
このようなチャンスにいろんな話を聞いていただいて、楽しい時を頑張ってください。
今日は 1 日よろしくお願いします

つくば学園ロータリークラブ

大里会長

挨拶

ロータリークラブの皆様、そして講師の皆様、本当に今日はありがとうございます。
生徒の皆さん、こんにちは、今日は豊里中学校のワークフォーラムとして 12 回目という
ことで周りの中学校では、なかなか出来ない事をやっていただいています。ここに来て
いてる講師の方は何億を超えるお金を扱っている、人の命を扱ってる、法律や、動物あ
るいは、ものづくりに一生懸命携わってる方が、どのような仕事をしているのか興味があ
ると思います。普段は忙しくて学校に来れないような方に講師として来ていただきまし
た。みなさんの夢ファイルは具体的なこと書いてありますか、計画していますか、今日
のワークフォーラムに期待しています。有意義な時間にして欲しいと思います。

ロータリー特別月間

6 月：ロータリー親睦活動月間

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
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8 年生、１４８名が参加しています

将来の弁護士希望ですね

みんな真剣に聞いています

将来のバレーボールプレーヤー

パティシエも人気ですね

真剣にメモまで取っています

将来のガスパッチョたち

やはりドラマの影響ですね、人気です

なかなか聞けない行政書士のお話に真剣

薬の話をわかりやすく説明してます

ドックトレーナー、ワンちゃんも真剣

お金の仕組みを説明キャッシュレスかな

保育の話にかなり食いついていますね

自衛隊の話もなかなか貴重です

建築・設計も人気ですね

ロータリー特別月間

６月：ロータリー親睦活動月間

TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I.
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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

92

60

32

5

2

5

72.22%

プログラム予告

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

07 月 04 日 11:00 ～ 12:00

理事会 19-20 年度役員・理事メンバー、プログラム委員長、親睦活動委員長

12:30 ～ 13:30

例会

会長・幹事就任の挨拶

07 月 11 日 12:30 ～ 13:30

例会

各委員会委員長事業計画発表

07 月 18 日 18:00 ～ 21:00

移動例会 『直前会長・幹事慰労会』・会場：ラ・ポルタ

07 月 20 日 11:00 ～ 14:00

移動例会『納涼パーティー』 ・会場

07 月 25 日 休会

理事及び各委員会委員長事業計画発表

つくば市

※ 17：40 より受付開始

ゆかりの森（工芸館前デッキ広場）

※ 7/20（土）へ振替の為

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

