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会長挨拶
次年度会長エレクト　浦里　浩司

大里会長・皆葉次年度会長が今回は都合により欠席ですので、まさ
かの次々年度の会長挨拶となります。今回はまさかの代理で、会長
挨拶の予行演習ができて、本当によかった。本日は突如と言う事も
あり、また例会のスケジュールとしても、予定がかなりありますの
で、短めの挨拶になりますが、今年度、次年度、さらには、次々年
度も皆様の協力が必要となりますので、どうぞよろしくお願いしま
す。

幹事報告
2018-19年度幹事
中野　勝

1.　3 月プログラムの件
2.　「第 2回職場訪問」企画の件
3.　移動例会「わかさぎ釣り」企
画の件
4.　第３回米山奨学生との交流会
決算報告の件
5.　半期決算報告の件
6.　	IM	協力依頼の件
7.　地区大会開催の件
8.　地区委員推薦の件

9.　その他
・3クラブ合同例会の件
・第 24 回地区親善野球大会参
加案内の件
・後援名義使用依頼の件
・LINE	グループ機能利用の件
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1月お誕生日・奥様誕生日・ご結婚お祝い

先月から参加
してます。桜
川 市 出 身 で、
現在はつくば
市 在 住 で す。
仕事はつくば
市内で飲食店
を 中 心 に 行
なっています。
右も左もよくわらないので、まずはじめに、皆様の
顔と名前を覚えることから始めます。気軽に声をか
けていただき、いろいろ教えてきた抱きながら、例
会や活動を参加していきます。皆様どうぞよろしく
お願いいたします。

会員誕生日

広瀬　潤	 会員	 2
高野　勝憲	 会員	 2
馬場　清康	 会員	 9
木沢　藤房	 会員	 13
浦里　浩司	 会員	 22
須藤　功行	 会員	 23
高橋　功	 会員	 27

奥様お誕生日

路川	 優子	 様	 13
須藤　真弓	 様	 15
星　　香織	 様	 16
小関　暎子	 様	 17
瀬戸口博美	 様	 20
前島　朋子	 様	 21
山崎　幸	 様	 22
村上　美保	 様	 26
中山　敬子	 様	 27

ご結婚お祝い

井田充夫・優子	 ご夫妻		 1
北島睦男・昌子	 ご夫妻		 11
山口一也・貴美恵	 ご夫妻		 12
海堀敏光・明日香	 ご夫妻		 12
野澤俊夫・玲子	 ご夫妻		 13
須藤功行・真弓	 ご夫妻		 13
広瀬貴之・真実	 ご夫妻		 14
山﨑幸登・幸		 ご夫妻		 22

年男　豆まき 入会式　市村　剛　会員

年男の鈴木冨士雄　会員
鬼のお面を付けて、豆まきです。
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米山記念奨学生　高偉様　ご挨拶

米山記念奨学委員長カ
ウンセラーで高偉さん
のカウンセラーを仰せ
つかったのが昨年の 4
月です。今までにミャ
ンマーの奨学生と中国
の奨学生の 2 名を受け
入れ、今は高偉さんの

３人目です。今は大学修士課程 2年で、まもなく卒業とい
うところまで来てます。今回が、彼女の最後の例会になり
ます。今回は時間いただき最後のスピーチをしていただき
ますので、皆さんどうぞご清聴お願いします。

米山記念奨学委員長　中山　正巳　挨拶

筑波大学の高偉と申し
ます。中国の大連から
来て、奨学生となり、
あっという間に1年間
が過ぎました。とても
楽しい 1年でした。奨
学生になり、皆様が親
切に接してくれ、私は

日本が本当に大好きです。日本各地に住みましたが、つく
ばがすごく優しい方が多く、大好きです。帰国したとしても、
この縁を続けていきたいと思っています。本当に 1年間あ
りがとうございました。そして、今後もよろしくお願いし
ます。

会計　渡邊　仁

半期決算報告 つくば学園ロータリー基金について

つくば学園ロータリ基金委員長　小城　豊

半期の決算書を簡単にご
説明いたします。

本日はつくば学園ロータリー基金活
動報告です。
1995 年の吉岡年度で 10 周年を迎
え、記念事業としてつくば学園 RC
独自の奨学金が始まりました。10周
年記念式典にて、ロータリーの精神

乗っ取り、国際奉仕のための基金を招集するという形でつくば学園
ロータリー基金が始まり、1000 万を集め金利で奨学金を寄付して
くという考えでしたが、2004 年の岡添年度でミャンマーの奨学生
に初めて奨学金を渡しました。翌年の野堀年度ではミャンマーとイ
ランの奨学生 2名に支出。2006 年の増山年度にイランの奨学生に
半年間だけ支出し、合計 2名受入れでこの奨学金制度は終了しま
した。
上野年度の時に基金積立を終了し、使用用途を少し変え、	AED	を設
置したり、2011 年の東日本大震災に支援金として支出、2013 年
の井田年度の時に 30周年の記念事業にも利用できるという決議を
し、翌年飯田年度の「創立 30周年記念事業」でモンゴルに小体育
館の建設事業に 300 万円支出、翌年の斉藤年度では常総市水害で
支出しました。これまでの収入は 996 万。そして支出が 672 万、
残高が 324 万です。この残金を今後よく検討して有意義な使い方
をしていきたいと思います。
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ニコニコボックス

猪野　研一　会員
	 まだまだ寒い日が続きます皆様もご自愛ください。
鈴木　一雄　会員
	 母義が退院しました。よかった。
伊藤　麻夫　会員
	 今月初の昼例会出席です。本年もよろしくお願いいたします。
石井　一　会員
	 先週は娘の結婚式で最初で最後の父の仕事が終わりました。
	 次は孫の姿を見るのが楽しみです
木村　英博　会員
	 本日ワイン会楽しみにしております。
鈴木　冨士雄　会員	
	 井田さん	先週は大変お世話になりますなりました。スキーの指導していただきました。
	 また孫が 2校目の歯学部に合格してホッとしております。
前島　正基　会員
	 家内の誕生祝いありがとうございます。
	 年を重ねて強くなった女房の操縦法どなたか教えていただけると助かります。
小関　迪　会員
	 寒い季節になりました。皆様ご自愛ください。
渡邊　仁　会員
	 2 月 11 日結婚記念日お祝いいただきありがとうございます
浦里　浩司　会員
	 会長代理の代理の予行演習の機会を頂きありがとうございました。
	 おかげですぐに会長就任しても大丈夫かと心積りができました。
	 また会長、誕生祝いありがとうございます。
高野　勝憲　会員
	 ２月 17 日ラポルタでボサノバディナー、3月 2日にベストランドコンペ
	 お時間ある方はお誘い合わせの上、お待ちしております。よろしくお願いします！！
森蔭　昴輝（あがき）会員
	 結婚祝いを頂いてありがとうございました。	
木沢　藤房　会員
	 誕生日のお祝いありがとうございます。浦里会長？からの霧筑波、美味しくいただきます。
中野　勝　会員
	 浦里次年度会長エレクト、ありがとうございました。
	 頼んだとは聞いていましたが、こんなに出番があるとは思いませんでした	。

ロータリー特別月間　2月：平和と紛争予防／紛争解決月間



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１３６４－１
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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
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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

90 67 33 0 1 1 76.40%

プログラム予告
02月 14日	12:30	～	13:30	 例会	招待卓話	国連難民高等弁務官事務所	駐日事務所渉外担当官　古本秀彦氏
02月 14日	19:00 ～　		 	 新入会員オリエンテーションの開催	「つくば山水亭」
02月 21日	12:30	～	13:30	 例会	IM（インターシティミーティング）準備例会
02月 23日	14:00	～	19:00	 移動例会	第 6分区　IM	テーマ：「ロータリーの心と力を地域社会へ」
	 	 	 	 会　場：オークラフロンティアホテルつくば
02月 28日	 	 	 休会（2/23 へ振替の為）
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