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It is the 33th year since 1986

例会報告

2019 年 4 月 10 日・18 日
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（４・１０）つくば OAK ライオンズとの合同観桜会
（４・１８）ロータリークラブ３クラブ合同例会

つくば OAK ライオンズとの合同観桜会
つくば学園 RC 会長挨拶

2018-19 年度

大里

喜彦

会長

つくば学園ロータリークラブ第 33 代会長を仰せつかっております、大里喜彦と申します。
改めてよろしくお願いします。
今回も東雲さんに御礼申し上げます。会場の桜は今年はちょっとしょぼいとおっしゃっておりま
したが、毎回、桜を準備していただきまして誠にありがとうございます。市川社長、当クラブ会
員の鈴木副社長もありがとうございます。来年はもっと早くやってほしいというお話もありまし
たが、この回も 3 年前に私の兄弟分であります当時の OAKLC 会長の塚越さんとずっと前からラ
イオンズクラブとロータリークラブで一緒に何かできたらいいな、他の地区はまず無いであろう、
他の地域に先駆けて、日本中どこを探してもライオンズとロータリーが手を組みながら一緒に活
動をする。まずは懇親を深めてからその先に何か見えてくるだろうということで始めた例会です。
当時の会長の大野治夫会長が、それはいいと全面的に応援して頂きました、去年の小城会長、そ
して今年とライオンズクラブが招待してくれましてこのような会を開催していただきありがとう
ございます。感謝お礼申し上げます。楽しい懇親の場になれば嬉しいと思います。本日はロータリークラブ参加会員共々、よろしくお願い
します。

つくば OAKLC 会長挨拶

2018-19 年度

L 森重

英明

ラオンズクラブとロータリークラブがこのような会を行うことができるのは非常に素晴らしいことで、前回も思ったんですが前塚越生会
長が茨城のキャビネットという非常に素晴らしい役に立ってるんですが、この会も塚越 L より始まった素晴らしい交流ということで、この
機会ですのでライオンズの歴史を話します。ライオンズクラブは 1917 年 6 月 7 日メルビン
ジョーンズという方が作りました。彼は保険の代行をやってるところでシカゴの実業団を集
めて最初に始まったそうです。去年の 9 月の大会で全世界にライオンズクラブの会員は 144
万人にいます。ロータリークラブの会員は 123 万人で多い感じがしますけれどもライオンズ
よりはロータリークラブの方が早めです。1968 年 6 月、手をを差し伸べたマニラのクラブ
が東京ライオンズクラブを作りました。茨城県には現在 82 クラブ存在し、ライオンズクラブ
が誕生してから 12 年目に茨城ライオンズが発足しました。クラブです動くということで千葉
県と一緒だったので茨城単独となってからは、つくば OAKLC が最初のクラブで、茨城で現存
している 82 クラブ の中で 74 番目のクラブになります。こんな感じのライオンズですけれど
もこれから仲良くしてこれから楽しくやっていきたいと思いますのでよろしくお願いします。
今日は楽しんでいきましょう

ロータリー特別月間

４月：母子の健康月間

TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I.
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櫻井ライオンの開会の挨拶でスタート

話がとてもはずんでいます

楽しい会はお酒も進みます

強面の迷司会、吉沼 L・広瀬 L です

おちゃめな２人組

素晴らしい懇親ができました。

素晴らしい懇親が開催されました。準備いただきました OAK ライオンズクラブのみなさまありがとうございました。

３クラブ合同例会
つくば学園ロータリークラブ

大里

喜彦会長

挨拶

当クラブの旗がなぜか一回り小さいことに先ほど気がつきました。なんで当クラブが小
さいのかなと不思議に思いましたが、いつか同じ大きさにして並びたいなと思います。
会長もあとわずか 2 ヶ月になります。残すは地区大会が最後の大きなイベントとなりま
すがお付き合いのほどよろしくお願いします。今日は楽しい時間を短い時間ではありま
すが、皆様と改めて友好を築きながら過ごしたいと思いますので、よろしくお願いいた
します

つくばシティーロータリークラブ

稲葉

貞幸会長

挨拶

あと 2 ヶ月でございます 4 月も終わり理想で新しい平成も終わりでそろそろ私も終わ
りにしようかなとルンルン気分でおりますので今日の酒は少し楽しみながら味わせてい
ただきます

つくばサンライズロータリークラブ

雨宮

淳会長

挨拶

私の挨拶は乾杯と言うことで一言と言うことで令和と言う時代が新しいロータリーも新
しい事を迎えられればなと江口君の方でも新しておりますこれから山クラブも発展して
いけることを発展していることを期待しております

ロータリー特別月間

４月：母子の健康月間
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来賓挨拶

第 6 分区

増山

VOL.33

栄ガバナー補佐

残り 2 ヶ月になりました。昨年から大変お世話になりました。お陰様で無事にほと
んどの行事のお役目は終わりに近づいています。次の土曜日に地区大会で皆さんを
ご紹介をすると言うのが最後の大きな仕事と思っています。次年度６分区ガバナー
補佐の渡辺弘明さんに、本日おいでいただきました。次年度のガバナー補佐の渡辺
弘明さんをご紹介し、引き継ぎをすると、これで終わりとはならないのですが、す
でに次年度の渡辺さんにいろいろ準備をしております。石岡 87 ロータリークラブの
渡辺さんを紹介します。

来賓挨拶

次年度第 6 分区

渡辺弘明ガバナー補佐

IM の席で紹介させていただきましてありがとうございました。次年度の第 6 分区の
ガバナー補佐を拝命いたしました渡辺です。石岡 87RC の出身です。今日は増山ガ
バナー補佐からつくばで 3 クラブ合同例会があるから表敬訪問してこいと言うこと
で、出席致しました。よろしくお願いします。皆様のロータリークラブの３大研修
セミナーも終わり、次年度の会長幹事さん、やっとスタートラインに立ったような
気持ちでいます。ずっと暗中模索のような中で、どういう仕事をするのかとか名刺
の交換やら親睦を深めていきたいと思いますので、よろしくお願いします。

木村会員の名司会

流石です

お酒も入り、会話が弾みます

待ちに待った乾杯です

乾杯前のワクワクさま

来賓の藤枝セレクタリー

最後は手に手繋いで

稲葉会長の閉会の挨拶です

ロータリー特別月間

４月：母子の健康月間

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

90

67

33

0

1

1

76.40%

プログラム予告
04 月 20 日

地区大会

第 1 日目

会場

04 月 21 日 08:00 ～ 17:00 移動例会 地区大会第 2 日目
04 月 25 日 休会

水戸プラザホテル
会場

※地区役員及びクラブ会長・幹事が出席

茨城県民文化センター

※全会員出席

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

05 月 02 日

休会

「定款細則第 6 条第一節により」

05 月 09 日

11：00

～

12：00

理事会 18-19 年度役員・理事、プログラム委員長、親睦活動委員長

05 月 09 日

12：30

～

13：30

例会・会長挨拶・青少年月間に因んで

05 月 16 日

12：30

～

13：30

例会 招待卓話『化石が語る、地球とつくばの歴史』講師：芝原暁彦氏
※次年度予算会議

青少年奉仕委員長
宮本亨氏

13：30 ～ 次年度会長・幹事・会長エレクト・副幹事・会計長

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

