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It is the 33th year since 1986 
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ガバナー挨拶
2019-20年度　髙橋　賢吾ガバナー
増山ガバナー補佐の第 6 分区インターシティミーティングこのように盛大に開
催されますことをお祝いを申し上げます。2820 地区の会員数ですが、今年は
1945 名から始まったのですが、現在で 1965 名です。差し引くと 20 名の増員
です。この状態は会員増強をというものが非常に難しいと物語っています。現
実は非常に甘くなくロータリーの会員増強について、皆さんも一緒考えていた
だければといいなと思っています。会員が増強できない場合はもう一つの方法
があるのですが、それは新クラブの設立です。今年は 2820 地区にｅクラブを

一つ作ります。インターネットで例会しようという試みです。ほとんどオンラインでやり取りするｅクラブは普通のロータリー
クラブと全く同じです。チャーターメンバーは 25 名揃ってので RI の新設する手続きを取っています。米山記念奨学生が、ロー
タリークラブで活動したいという思いが新クラブを作りました。彼らを応援していただき、新しい動きが地区にありますという
ことで、来年は違った形でロータリーの活動が進んでいくという事を皆さんで確認をしていていただきたいと思います。この I 
M で会員のインスピレーション交流を親睦をさらに深めて行って皆様の来年のクラブの活性化につなげて行くことを心よりお
祈り申し上げます。

インターシティーミーティング（IM）
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2019 年 2 月 23 日

インターシティーミーティング

ロータリー特別月間　2 月：平和と紛争予防／紛争解決月間

IMホストクラブ会長挨拶
2019-20年度会長　大里　喜彦
第 6 分区のインターシティミーティングへお集まりいただきまして誠にありが
とうございます。ホストクラブを代表しまして御礼の言葉ご挨拶を申し上げま
す。　大変お忙しい中、高橋ガバナー、IM リーダーそして、歴代のガバナー補
佐の皆様、お集まりいただきまして誠にありがとうございます。 IM で情報交
換や意見交換をして頂き、鈴木もえみさんの公演を聴いて、その後の楽しい懇

親会で親交・友情を深めてください。時間の許す限り楽しんでください。
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ロータリー特別月間　2 月：平和と紛争予防／紛争解決月間

来賓挨拶
つくば市副市長　毛塚　幹人
インターシティミーティングが盛大に開催されますことお喜び申し上げます。環
境美化や福祉活動など多岐にわたる奉仕活動を実施され、青少年育成事業へのご
尽力はもとより献血事業への協力やつくばマラソンでのご協力頂きまして改めて
感謝申し上げます。本年度の国際ロータリーの会長テーマ「In the inspiration　イ
ンスピレーションになろう」ということで伺っております。行動を通じて世界の
インスピレーションになる道を開き、活動をされている皆様にふさわしいつくば市

ビジョンに通ずるものがあると思います。
良い変化を生み出すために行動する社会を目指して第 2820 地区のロータリーの心と力を地域社会や理念のもとに活躍していただ
ければと思います。今本日は誠にありがとうございます。

序言
第６分区 IM リーダー　廣瀬　昭雄
本日は IM の日ですが、日本では毎日なにかの日というのがあります。2 月 22 日
は猫の日です。そして 2 月 23 日は、実は富士山の日です。この IM の日高橋賢吾
ガバナーつくば副市長など多くの来賓の皆様をお招きし、増山カバー補佐の IM の
開催、誠におめでとうございます。活動報告・協議を経て、交流を深めるという

のがひとつの目標であります。鈴木もえみさんに公演を楽しみにしてます。そして
親睦と交流を深めてください。つくば学園 RC の皆様、会場設営本当にありがとうございました。改めて感謝申し上げます。

事 例 発 表
「ロータリーの心と力を地域社会へ」に因んで

阿見ロータリークラブ 土浦ロータリークラブ
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公演
「ひらけ！ポンキッキ！」から学んだハートのコミュニケーション
〜今、地域に根ざして〜

講師　鈴木　もえみ
花さき山というお話をさせていました。小学校 6 年生の国語の教科書に載ってるこ
とがあります。物語自体素敵ですが、この切り絵が素晴らしいのです。滝平二郎さ
んといって、私たちの住んでいる茨城県玉里村（現在の小美玉し）の出身の切り絵
画家です。茨城県は実はこんな素晴らしいアーティストがいて、多くの子供達にも
知っていただきたいなと思います。皆様改めましてこんにちは。本日はこのような
素晴らしい場にお声がけいただきまして誠にありがとうございます。今日は「今地
域に根ざして、ひらけポンキッキから学んだハートのコミュニケーション」という
演題で、誰一人として知り合いがいない茨城県でどのようにコミュニケーションを
取ってきたかをお話ししていきたいなと思います。頼まれごとは試されごととし、

本日は精一杯私が思ってることを伝えしたいと思っております。どうぞ皆様温かく
清い心と優しい思いで最後までお聴き頂けたら楽しいなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

　閉会
第６分区幹事　下村　正
皆様ありがとうございました。第２部で懇親会を行います。引き続きインターシティミー
ティングを楽しんでいただければと思います。それでは 2820 地区第 6 分区インターシ
ティーミーティング第一部閉会します 。

　感想
第６分区 IM リーダー　廣瀬　昭雄
良いよもう少しです 1 時間あっという間に過ぎてしまいました。素晴らしい、このような
公演は聞けないです。本当に感謝・勉強になりました。ロータリークラブが IM をしてこ
の場にいる方、素晴らしい。先ほど出た昔話自慢話はしないようにします。そして、今報
連相ではなく、「おひたし」ですね。本当に素晴らしい方のお話を聞けて大変嬉しかった。
ありがとうございました。 っ d

　御礼
第６分区ガバナー補佐　増山　栄
皆さん本日は本当にありがとうございました。発表いただきましたクラブ・講演者ありが
とうございます 最後まで聴いていただきありがとうございます。鈴木もえみさんから沢山
インスピレーションを受けたと思います。本当にありがとうございます。 
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　第二部　懇親会　開会のことば
ホストクラブ直前会長　小城　豊
本日は IM のインターシティミーティングにたくさんの方にご参加いただきまして誠にあり
がとうございます 。第 2 部を開催したいと思いますよく素敵な懇親会にしたいと思います
のでよろしくお願いいたします

地区大会のご案内
水戸西ロータリークラブ

髙橋賢吾ガバナーを輩出してます第６分区の皆様には、ご協力ご支援
を賜り本当にありがとうございます。
おかげさまで集大成である地区大会を迎える運びとなりました。

 4 月 20 日土曜日水戸プラザホテル
に於いて、4 月の 21 日は県民文化セン
ターに於いて、講演会は杉本彩さんをお
迎えしております。どうか是非ともお誘
い合わせの上、多くの方々のご参加をお
待ちしております。なお地区大会ゴルフ
大会は 4 月 16 日大洗ゴルフ倶楽部にて
開催いたします。皆様のご参加をよろしくお願いいたします。
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楽しい懇親会に乾杯 大成功にご満悦 親交を深めています

大成功にご満悦 まもなく胴上げ、本人は知りません ジャズにうっとり

奨学生の高偉さん、まもなく卒業です 最後は恒例の「手に手つないで」 増山ガバナー補佐、お疲れ様でした

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 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

90 67 33 0 1 1 76.40%

プログラム予告
02 月 28 日      休会（2/23 へ振替の為）
03 月 06 日 11:00 ～ 12:50 移動例会 ※ 3/6 のみ参加者は、現地集合となります。 3/6 ～ 7 「氷上のワカサギ釣り」例会
03 月 14 日 12:45 ～ 20:30  移動例会 第 2 回職場訪問「東京ガス日立 LNG 基地」見学
03 月 14 日 11:00 ～ 12:30 理事会 会場：ホテルグランド東雲　2 Ｆ「日の出の間」 ※理事会終了後昼食
03 月 21 日      休会（定款細則第 6 条第 1 節により）
03 月 28 日 12:30 ～ 13:30 例会 招待卓話 「特定非営利活動法人アイセック・ジャパン アイセック筑波大学委員会」
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