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ロータリー特別月間　４月：母子の健康月間

4月になり皆葉次年度の今後のスケジュールが流れて来
るようになり、少しホッとしてきました。本年度の理事
会のあとに皆葉年度の理事会をして喧々諤々素晴らしい
時間になりました。また、承認入会されました荒支社長
改めましてよろしくお願いします。私の任期もあと 3ヶ
月となりました。もう残り 3ヶ月、まだまだ残り３ヶ月、
やっと残り 3ヶ月とさまざまな言い方がありますが、も
う少しお力添えをお願いしたいと思います。今年度会長
就任した時に、平成最後というフレーズを使っていまし
たが、先日、新年号発表があり、本当に最後の例会とい
うような感じになりました。本日出席れている方全員が
昭和生まれだと思いますが、私は昭和 34 年生まれ、皇
太子妃殿下と同学年で昭和が 30 年間、平成が 30 年間、
この後も30年間行きますので、平成の30年間に何があっ
たのかと思い返しました。最初の 30年間昭和の 30年間
は子供の時代を経て、何をやっても若いで許されてきた
歳で、昭和の最後に結婚、そして平成になり、平成の時
代の 30 年間は子供が出来てがむしゃらに一生懸命働い
てきたという気がしました。そしてこれからの 30 年間
は一年一年が老いを感じてきて穏やかな終生を迎えるの
かなと思います。皆様是非自分なりに人生を振り返って
みてはいかがでしょうか。来月の第一例会では新しい年
号になります。よろしくお願いします。
　そして、つくバスが 4月からダイヤ改正をして、新し
いバス停も増えました。私の事務所の前にバス停が出来
ました。「田中東」という北部シャトルバスが出来たの
で、これは一度乗ってみないことにはということで、つ

くバスで会場まできました。乗車賃は 300 円です。往復
で 600 円、だいたいガソリン代と同じぐらいかなと思い
ます。結構利用客がいることに驚いています。私の事務
所からは非常にバス停が出来て便利になりましたが、試
験的な運行で、市内各地からとても使い勝手が良くなっ
たそうです。子供達やお年寄りの為にも皆様車を頼るこ
となく、公共機関を是非使い、少しでも交通渋滞の緩和
ができればいいなと思います。今度市役所に行ったら「田
中東」ではなく「大里ブロック工業前」というバス停に
変更のお願いをしようかなと思っておりますのでよろし
くお願いいたします。

会長挨拶　2018-19 年度　大里　喜彦　会長
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幹事報告　2018-19 年度　中野　勝　幹事

５月プログラムの件
ワカサギ釣り例会の決算報告の件
第 2回職場訪問決算の報告の件
正会員推薦の件
アイセック筑波大学委員会活動支援の件
その他
	 ローターアクト活動の件
	 地区大会で小城年度に受賞した	RI	会長賞を大里
	 会長に受賞をしていただきます。
	 現在シカゴに留学中の奨学生の柴田さん来期
	 奨学金支援継続の件
	 世界米山大会の案内の件

4月度会員誕生日・奥様誕生日・結婚記念日
会員誕生日

大堀　健二　　会員　3
猪瀬　博　　　会員　5
村上　憲範　　会員　5
増田　忠則　　会員　8
中山　正巳　　会員　9
吉岡　昭文　　会員　13
宮川　健治　　会員　18
本多　史郎　　会員　22
瀬戸口　進　　会員　22
猪野　研一　　会員　24
上野　修　　　会員　25
圡田　七百人　会員　27
清水　義之　　会員　27

奥様誕生日

石井　早苗　様　1
大野　佐多子様　10
井田　優子　様　13

結婚記念日

小城　豊・由美　　　夫妻　　3
鬼沢一彦・有紀子　　夫妻　　10
池田一郎・幸代　　　夫妻　　18
下村　正・宏子　　　夫妻　　19
皆葉真治・直美　　　夫妻　　20
古本朝彦・彰子　　　夫妻　　20
逆井甚一郎・まさい　夫妻　　20
林　康夫	・恵子　　　夫妻　　20
小関　迪・暎子　　　夫妻　　25
前島正基・朋子　　　夫妻　　27
村上義孝・美保　　　夫妻　　29

おめでとうございます
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ロータリー特別月間　４月：母子の健康月間

東京ガス支社長の荒です。これからどうぞよろしくお願いいたします。東京ガ
スはガスという名前がついていますが電気事業も行なっています。それ以外の
エネルギーも色々やっていこうということで少し幅広の事業となっています。
前職は不動産の企画をやっていて、その時に印象に残ったのが、外資企業が買っ
ていたビルを購入した時に、自治体の方から「やっと日本の企業が買ってくれ
た。それで街を作り直すことができる。本当に良かった。」と言って頂けたの
がすごく印象に残りました。いろんなビジネスの中で外資の方、さまざまな国
の方と一緒に事業を行なっているのですが、地元の信仰というの重要なことで
都内でも、街の作り直し再生が進んでいます。私もこちらで地元の企業様と一
緒に何か良い事業をやりたいと思っていますので、ご指導よろしくお願いいた
します。

勤務先が株式会社田中
工務店という建設業で
事務所は筑西市の玉戸
駅の近くで営業してい
ます。
　昭和 40 年に田中良
治が田中工務店を設立
し、来年で５０周年を
迎えます。社長は長男

の田中邦明で、現在紫水ロータリーに所属しております。兄弟
で男 3人で、弟は自衛隊に入隊し、駐屯地にいます。本社は実
家で筑西市の藤ヶ谷昔 8席以上になります事業内容は総合建設
業で鉄骨や住宅、プレハブのフランチャイズを契約し、ミサワ
ホームの営業販売施工を昭和 56 年より契約して県西地で営業
しています。従業員は 24名、主に現場監督をしています。
　施工事例は八千代の幼稚園、明野中学校の校舎、明野中学校
の体育館、筑波大学の図書館と留学生の寮の改修です。
　元が大工なので、全てが自社で設計施工しています。

私自身、昭和43年12月5日生まれで、関城町の小中学校を卒業、
下妻第一高校を卒業し、都会へ出たくて横浜の方に行きました。
　その後ゼネコンで清水建設の方に入社し現場監督を行いまし
た。平成7年に先代の父が亡くなり、帰ってきて兄と一緒に行っ
ています。
　家族構成は妻と今年大学生の息子、趣味は車で自家用車シ
ティが好きです。珍しい工事に携わってたので紹介します。
千葉市立美術館、旧川崎銀行（保存建物を残しながら上に建物
を建ててしまおうという大規模な計画）12階 60	M	の高さの建
物を建てるという 110 費 115 億円の建物になりました。引き
前工事で全行程 3年間かかりました。当時私は仮設担当で建設
業に携わって 50 年になりますが、地元では住宅などの工事を
行っております。もし何かありましたらお声がけいただければ
と思います。
ありがとうございました。

新入会員卓話
株式会社田中工務店　田中　芳和　会員
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猪野　研一　会員
3月は 1度も参加できず申し訳ございませんでした。

塚田　陽威　会員
4月 2日のソロステイミスト２７回ゴルフ大会に当クラブから、多数参加いただき大会を盛り上げていただきましたありがと
うございました。ところで私は 27回皆勤です。

大堀　健二　会員
誕生祝いありがとうございます。昨日は知可良で祝い、本日はロータリー酒で祝いの宴を楽しみにしたいと思います

浦里　浩司　会員
今日はうなぎだと喜びましたが…

皆葉　真治　会員
今日は次年度第一回事前理事会を開催しました。皆様ご協力をお願いします

村上　義孝　会員
本日は結婚記念日のお祝いありがとうございました

東郷　晴久　会員
既にご案内させていただいておりますが、来る 5月 19日（日）に山水グループ（旧東郷商店）の創業 100 周年記念パーティー
を山水亭でおこないます。皆様にはぜひともご参加下さるようお願い申し上げます。

井田　充夫　会員
妻の誕生日祝いをありがとうございます。米山奨学会は 4月からのスタートで、今が 1番大切です。ロータリー年度（7月）
より 3ヶ月早く始まります。協力よろしく。

高田　稔美　会員
田中さん卓話ありがとうございました。皆様、高田工務店も忘れずによろしくお願いいたします。地区大会ゴルフ皆様頑張っ
てください。

上野　修　会員
誕生日ありがとうございます。春になると思い出します。

木村　英博　会員
先日当社のアクサレディースのゴルフトーナメントの帰りに飛行機に乗ったのですが、悪天候で着陸ができずに旋回していた
ら、なんと雷が飛行機に避雷。ものすごい光と衝撃でした。”ぎゃー”と悲鳴が飛び買いましたが、1年に１回位は避雷するらしく、
無事に帰ってこれました。生きてることに感謝です♡

田中　芳和　会員
新入会員卓話させて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。

古本　朝彦　会員
忙しかった年度末が終わりほっとしています。荒さん、今後ともよろしくお願いします。

中山　正巳　会員
誕生祝いありがとうございます。我が家の主食 ( 主飲）なので 2人で飲むと一晩もたない。一升瓶のほうがよかったな〜

林　康夫　会員
ロータリのおかげで結婚記念日を思い出すことができてありがたいです。平成最後の記念日ですが 4月 20日忘れそうです。

鈴木　一雄　会員
田中さん宅ありがとうございます。

ニコニコボックス
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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

インスピレー
ションに

なろう

TSUKUBA	GAKUEN	ROTARY	CLUB	DISTRICT	2820	R.I.

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

89 63 26 1 1 1 72.72%

プログラム予告
04月 10日	18:00 ～						「次年度クラブ協議会」会場	ホテルグランド東雲	小会議室	2019-20 年度各委員会委員長各位
																				19:00	～	21:00	移動例会	「つくばOAKライオンズとの合同観桜会」	会場　ホテルグランド東雲
04月 11日		休会		 4/10（水）に振替の為
04月 18日	19:00	～	20:00	移動例会	「3クラブ合同例会」会場　オークラフロンティアホテルつくば	アネックス「昴西」
04月 20日		 	 				地区大会　第 1日目　会場　水戸プラザホテル　※地区役員及びクラブ会長・幹事が出席
04月 21日	08:00	～	17:00	移動例会	地区大会第 2日目　会場　茨城県民文化センター　※全会員出席
04月 25日		休会　									4/21（日）に振替の為
																			18:30 ～												次年度家庭集会　会場　つくば山水亭
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