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国際ロータリー 2820 地区

つくば学園ロータリークラブ

なろう

2018-19 大里年度
楽しく活動・そして街のために！
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TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I.
It is the 33th year since 1986

例会報告

2019 年 4 月 21 日・25 日

INDEX

地区大会
2019-2020 年度家庭集会

地区大会
高橋健悟ガバナー点鐘
2018-19 年度国際会長のバリーラシン氏には心から感謝御礼申し
上げます。
私はまだまだ口先だけでロータリを語っています。実際にはまだ
まだ足りないものが多く反省させられることがあります。自分で作
り上げたロータリーを、そして作り上げられたロータリーを自身汗
を流して、自身で苦労して、そしてようかくロータリーに近く、こ
のように私は思っています。
今日は一日 RI 会長代理とロータリーを大いに語り合っていきたい
と思います今日は 1 日よろしくお願いいたします。

第６分区増山ガバナー補佐紹介

参加クラブ紹介
つくば学園ロータリークラブの紹介
私も所属をしています。2018-19 年度の今年度
は、90 名の会員数となりました。若さと、会員
数はまだまだこれからも伸び続けていく勢いで
す。大里喜彦会長率いるつくば学園ロータリー
クラブです。

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.
2018-19 大里年度 楽しく活動・そして街のために
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地区大会

表彰おめでとうございます

会員増強第２位で表彰に

増山ガバナー補佐、ご苦労様です！

井田米山記念総括委員長もご苦労様です

地区大会会場で集合写真

皆葉ライラ委員長の活動報告です

第６分区の活動報告です。増山ガバナー補佐
が自ら作りました。

ロータリー特別月間

４月：母子の健康月間

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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次年度家庭集会 （つくば山水亭）
増山ガバナー補佐

挨拶

皆さんこんばんは先日の地区大会遠くまでお越しいただき本当にありがとう
ございました
今日は皆葉年度の家庭集会と言うことで有意義な会になるよう来年度熱い思
いで皆様迎えることができるよう各事業を遂行するために委員会ごとに集
まっていただきましたまたディスカッションしながら 1 年度にできるよ簡
単ですがご挨拶とさせていただきます

次年度

皆葉

真治会長

挨拶

次年度会長の皆葉です。忙しいところ、家庭集会に参加いただきましてありがとう
ございます。家庭集会は各委員長に事業計画を挙げにあたり、他の関係する委員会
と相談して活動計画を完成させて、それをもとに委員長が委員会の計画を立てると
言うことでしっかり話していただければと思います。2019-20 年度の RI 会長のマー
ク・ダニエル・マローニーのテーマは「ロータリーは世界をつなぐ」とされ、ロー
タリーの礎は「つながり」でポールハリスがロータリーを創設した最大の理由が、
見知らぬ街でほかの人たちと「つながる」ことでした。現在は当時想像もできない
ような友情とネットワークを気づくための方法が数多く存在します。それでもロー
タリーにおける「つながり」は独特でありほかに類をみません。そして中村ガバナー
エレクトの地区スローガンは「人、学びて更なる奉仕」となりました。地区目標は、1.
クラブのサポートと強化、2. 人道的奉仕の重点化と増加、3. 公共イメージと認知度の向上、4. 青少年への支援と学友連携の強化、
5. ロータリー財団と米山奨学会への支援、が出ています。そしてクラブ会長方針は「ロータリーを考える」ということで、つくば
学園 RI は創立 34 周年となります。諸先輩方の努力により、会員数は 90 名超えるクラブとなりました。若い会員にも恵まれ、第
2820 地区内でも最も勢いのあるクラブの 1 つに数えられています。また、ロータリーの活動の原点であるクラブの活性化を最も
現実しやすい環境にあります。本年度はこの恵まれた組織基盤を強固なものとして更なる発展をするために「ロータリーを考える」
年にしたいと思います。ロータリーは何だと思いますか、ロータリーに何を求めますか、ロータリーで何をしますか、という 3 つ
の問いに実際に行動に起こしてほしいと思います。自分のやり
たいことを実現できるロータリーは素晴らしいことだと思いま
す。是非考えて行動に移していただければと思います。
ロータリの魅力を、ロータリーの勉強を、もう一度していき
たいと思います。先輩方には経験を話していただき、貴重な知
識と経験を、自分の得意分野を見つけて活動を深めて行くこと
もロータリーを楽しくします。
各委員長には他の委員会との連携をしていただき、出席率の向
上、会員増強維持、情報発信の進め方、つくば学園 RAC の活動
再開など、クラブ会長方針、運営目標を元に各委員会の活動計
画の設計をお願いします。

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

プログラム予告
04 月 25 日 休会

欠席数

無断欠席数

出席免除数

メイクゲスト

出席率

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

05 月 23 日

12：30

～

13：30

例会・新入会員卓話 渡邉仁会員、長瀨行弘会員

05 月 30 日

12：30

～

13：30

例会・新入会員卓話 市村剛会員、久保田泰隆会員

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

