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会長挨拶　2018-19 年度　大里　喜彦　会長

　令和元年記念すべき年あけましておめでとうございます令和
に入り、最初の会長挨拶と言うことで本当に記念すべき年に会
長を仰せつかったと非常に嬉しく思います。また本日は野堀会
員に来ていただきました。
　ゴールデンウィークについて、シカゴ行ってきました。奨学
生の柴田くんが国際留学でシカゴに来て、どれだけ頑張ってい
るかをあって確認してきました。そして、デトロイトタイガー
スの試合を観戦して来ました。リトルビレッジ RC のメンバー
の方が 3 塁側の 2 列目の席でとってもいいところで観戦させて
くれました。日本で言うとエキサイトシートに相当するような
ところですが、フェンスがありません。ファールボールが飛ん
できたら、どうしようとドキドキしながら野球観戦をしてきま
した。26 日はロータリークラブ本部の視察、そしてポールハリ
スのお墓に行ってきました。ちなみにライオンズの創設者もシ
カゴに住んでいてお墓も１００メートルも離れていない所にあ
りました。
　翌日はロータリーは本部から旗を交換しました。夜の部が始
まり、お酒を飲むと人間は大体一緒ですね。つくば学園 RC か
ら霧筑波を持って行き、おいしいお酒を杯を交わしながら交流
を深めて参りました。しかもリトルヴィッツの旗を交換しまし

た。
　最終日は摩天楼
の高層ビルの街並
み で ト ラ ン プ タ
ワーがあって、海
があってととても
き れ い な 街 並 み
だ っ た ん で す が、
朝からサイレンの音
など騒音が凄かった
のが印象に残りまし
た。
そして 3 日に帰国し
ました。ぜひ皆様も
機会がありましたら
行ってみてください。
そして、残り 2 ヶ月ですがもう少しロータリーにお付き合いい
ただきながら、会長挨拶とさせていただきます。

幹事報告　2018-19 年度　中野　勝　幹事

6 月プログラムの件
中学生と語る会の件
観桜会決算報告の件
四半期会計監査報告の件
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ロータリー特別月間　5 月：青少年奉仕月間

5月度会員誕生日・奥様誕生日・結婚記念日
会員誕生日

逆井　甚一郎　会員　5
内田　智宏　会員　　11
井田　充夫　会員　　15
星　　栄一　会員　　16
青山　大史　会員　　17
根本　一城　会員　　21
沼尻　真一　会員　　22
五十嵐　徹　会員　　28

奥様誕生日

保原　裕美　様　14
皆葉　直美　様　23
木村　綾　　様　28

結婚記念日

布川　博 ・ 鈴子夫妻　　　3
馬場　清康 ・ 二三子夫妻　3
保原　幸弘 ・ 裕美夫妻　　15
塚田　陽威 ・ 千恵子夫妻　16
飯田　正行 ・ 満里子夫妻　17
増山　栄 ・ 美紀子夫妻　　26
圡田　七百人 ・ 香織夫妻　31

おめでとうございます

記念品贈呈・新入会員入会式

会員増強第２位おめでとうございます会長賞受賞おめでとうございます 荒さん、入会おめでとうございます

3月・4月のニコニコ大賞
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米山奨学生　許さん　挨拶
今回のロータリーの奨学金に採用していただき本当にありがと
うございます。私は名前は許と申します。中国人で、昭和の
1980 年に生まれ、日本に来て 2 年間ぐらいが経ちます。今は東
京芸術大学の 2 年生です。専攻の研究はテクノロジーではなく、
ただ自分が何か表現したい時に、それに合った表現方法を探す
という内容の研究の専攻です。よろしくお願いします。

青少年委員会卓話　北島　睦男委員長
私がこれから話する時は生生骨日なんでとちょっと中身がなる
かと思いますがどうぞご容赦ください
私がロータリークラブに入りましてちょうど 7 年目になりま
す。野堀パストガバナーが突然やって来て、ロータリーに入れ
と言われ、入会をさせていただきました。
　平成 7 年 7 月 17 日に阪神淡路大震災が発生して、ブルーシー
トを 200 枚軽トラに積んで、神戸の三ノ宮と言う公園に運びま
した。それから少し時が経って 2011 年 3 月 11 日平成 23 年、
東日本大震災が発生し、私の新アパートが年度の変わり目で一
部屋空きがでたので、4 カ月間東相馬郡のご家族に住んでいた
だきました。その翌年、平成 24 年は北条竜巻で、筑波高校と
雇用促進住宅の間の田んぼに入り、ガラス欠片の散乱して軽ト
ラまで飛んでしまっていて、桜並木が根こそぎ飛んだ状態でし
た。その時にたった 1 人の奉仕活動というのは限度があると痛
感している時に野堀さんやってきてロータリーに誘われ、入会
させていただきました。その後は平成 26 年広島土砂崩れの土
砂災害、平成 27 年はご承知のように 9 月常総市の大水害、次
は熊本の大地震、その後は福岡の集中豪雨と平成の終わり頃は
いろんな災害に見舞われました。
　ちなみに私は熊本、広島は無理でしたが、常総市の水害の時
には例の軽トラにパン、おにぎり、衣類などを積んで、避難所
になった石毛の交流センター、豊里の役場、鬼怒川常総、水海
道そこを何往復もしましたが、1 人での奉仕には限界があると
いうことで、ロータリーに入会しました。そしてロータリーに
入っても自分は１人じゃないかと感じていましたが、その時に
尾畠春夫さんがでてきて 1 人のボランティア彼が南三陸町に
読み付でありますけれども家のハイゼットのワンボックスかこ
れに乗って南三陸町まで行ってボランティア活動を行なった。
スーパーボランティアすごいですね。私もと考えましたが、残
念なことに高血圧、痛風持ち、10 月には脳梗塞で入院治療を

しました、高田さんのお父さんが牛久でやられてます整骨院に
通いほぼ完治に近い状態になりましたが、４ヶ月前前立腺肥大
と左目の白内障、体中が満身創痍なんです。気を病むと書いて
病気と呼びますが、私の場合病身です。
最後に 1 つだけ提案ですが、自衛隊自衛隊のトラックトラッ
クの前後に「災害派遣」と貼ってありかっこよかった、そこで
軽トラックに「つくば学園ロータリークラブ」と言う横断幕を
貼りみんなと一緒に行ければロータリークラブの存在を一般の
方々に知っていただける良い機会ではなかったかと思いました
今当クラブでは相当若い力が加わっていて、これから災害が
あったときに、みんなと一緒に実際に被災地に訪れてボラン
ティカ活動ができ、ロータリークラブの存在を知っていただけ
たらと思います。
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中野　勝　会員
祝令和元年とともに私の役職もカウントダウンに入りました
無事ゴールできますように

村上　憲範　会員
コメントなし

鈴木　一雄　会員
30,000 円の上納金を納め終えました

飯泉　智弥　会員
令和の時代になりました迷惑かけないようにがんばります

野堀　喜作　会員
5年ぶりに出席させていただきます

馬場　清康　会員
奥さんが古傷の修復のため 1週間ばかり入院した。その間独
身気分を満喫できると思ったがとんでもない間違いだった。
炊事、洗濯、風呂掃除があんなに大変だったとは、皆さん奥
さんは大切にしましょう

菅原　俊　会員
令和は最初の例会でニコニコ出来ました。新たな元号を皆様
と一緒にロータリーを楽しみたいと思います

高田　稔美　会員
皆様令和もよろしくお願いします

中山　正巳　会員
野堀喜作さんお久しぶりです。復活おめでとうございます。
よかった。よかった。

木村　英博　会員
令和最初の例会となります。令和もよろしくお願い申し上げ
ます。今週は土浦ロータリークラブと野球の試合があります
が、怪我をしないように頑張りたいと思います

小城　豊　会員
本日午後 7時より金太郎寿司に於いて、第二回新入会員オリ
エンテーションを行います。例会終了まで受け付けますので
ご参加ください

猪野　研一　会員
令和元年おめでとうございます

田中　芳和　会員
連休中ゴルフ初めて息子と一緒に回りました

増山　栄　会員
ありがとうございました

皆葉　真治　会員
昨日ゆかりの森に行ってきました。やまゆりがたくさん元気
に育っているのにびっくりしました。7月の開花が楽しみで
す。

前島　正基　会員
4月の結婚祝いありがとうございました。30周年に向けて今
年も仲良くやっていきたいと思います。

東郷　晴久　会員
先日の母の葬儀及び告別式におきおきまして、ロータリアン
の皆様には大勢の方からご会葬または丁寧なご焼香を賜りあ
りがとうございました。

市村　剛　会員
今月 23日新店舗境町オープンします

久保田　泰隆　会員
私の誕生日、結婚記念日をありがとうございました。4月は
全て欠席しましたが 5月から新たにがんばります。

井田　充夫　会員
誕生祝いありがとうございます。2019 年度許奨学生をよろ
しく。5月 18 日 19 日には奨学生を連れて米山梅吉記念館へ
研修旅行に連れて行きます。

古本　朝彦　会員
4月より娘が一人暮らしを始めました。心配する父親をよそ
に電話をしても折り返さず、LINE を送っても既読スルー、腹
が立っても支援するしかなく、悶々としています。

野堀　雄樹　会員
令和に入って久しぶりに親父が参加させていただきました。
父ちゃんが出るなら僕は欠席しようかと思います。引き続き
親子ともどもよろしくお願いします。

村上　義孝　会員
令和元年あけましておめでとうございます。

路川　淳一　会員
今年度初めての出席報告をいたしました。本当は毎回しなけ
ればならなかったのですがごめんなさい

鈴木　冨士雄　会員
コメントなし

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 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
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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 70 20 1 1 1 79.77%

プログラム予告
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　宮本亨氏
    　　※次年度予算会議　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
06 月 06 日 11:00 ～ 12:00 2019-20 年度 第 2 回（事前）理事会「山水亭」 役員・理事、プログラム委員長、親睦活動委員長
      18：30 ～          2018-19 年度 第 12 回理事会　「焼肉えびす」 役員・理事、プログラム委員長、親睦活動委員長　
06 月 06 日 12:30 ～ 13:30 移動例会 会場：つくば山水亭 会長挨拶、理事・各委員会委員長事業報告発表 誕生結婚記念祝、他
06 月 13 日 12:30 ～ 13:30 各委員会委員長事業報告発表
06 月 20 日 12:00 ～ 15:15 移動例会 「第 12 回中学生と語る会」会場：豊里学園つくば市立豊里中学校　体育館
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