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皆葉会長・鬼沢幹事　就任挨拶

皆葉会長・鬼沢幹事 就任の挨拶／
会員・奥様誕生日・結婚祝い／ニコニコ BOX　他

　　　　　　　　

皆葉会長　就任挨拶
2019-20 年の IRI 国際会長のテーマ「ロータリーは世界をつ

なぐ」になります。2019 年度は、ロータリーは世界をつなぐ
のテーマのもと、ロータリーの奉仕を通じて、有能で思慮深く、
寛大な人びとが手を取り合い、行動を起こすためのつながりを
築いて参りましょう。これが今年のロータリーのテーマになり
ます。
　次に中村 澄夫ガバナーが 2820 地区・地区スローガン「人、
学びて更なる奉仕」を出しています。1. 地区目的としてクラブ
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、以上 ＲＩのテーマ、ガバナー
のスローガンの上で 2019 年度つくば学園ロータリークラブの
会長方針は『ロータリーを考える』になります。
　つくば学園ＲＩは、会員数 89 名のクラブになりました。若
い会員にも恵まれ、第 2820 地区で最も勢いのあるクラブに数

えられてます。またロータリーの原点のクラブの活性化を最も
実現しやすい環境にあります。そこで、「ロータリーを考える」
年にしたいと思います。

「あなたはロータリーを何だと思いますか。」はロータリーを理
解し精神を学ぶこと。これが今年度目標。「あなたはロータリー
に何を求めますか。」はロータリーの魅力を感じる。これはロー
タリーに出てきて楽しい、ためになる。という年にしたいと考
えます。

「あなたはロータリーで何をしますか」はロータリーを理解した
上で奉仕の行動を起こす。これは新しい企画を立ち上げる年で
ありたいなと考えます。現在は人材にも資金にも恵まれていま
す、どんどん新しい事ができる体制になると思いますので、是
非新しい行事を行い、また今までの行事をより深めていきたい
と思います。
そしてクラブの更なる活性化に繋いでいければと思っておりま
す。
　今年度の組織構成の目的は、先輩方からロータリーの精神を
学ぶという事で、理事会にベテランの先輩方に入っていただき
ました。ロータリーでの経験を話して、知識の伝承をしていた
だきたい。その知識を各委員会に活かしていただきたい。若い
会員の方は自分の得意分野を見つけて活動を深めていただきた
い。好きな委員会を見つけることもロータリーが楽しくなるひ
とつになるのではないかと考えます。
　今年の重点目標として、つくば学園ロータアクトクラブの活
動再開のサポート、大里年度で吉川さんが活動を再開してくれ、
現在１２名のクラブになり、茨城でも１、２番の人数となって
います。７月１３日に第 1 回目の例会を行います。2. 各委員会
活動を通して自分の得意分野を見つける 3. 会員増強および維持
4. 例会出席率を上げる。欠席の多い会員のフォロー 5. 女性会員
の入会を検討する 6. 地区目標の達成の協力
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　そして「四つのテスト」、言行はこれに照らしてから 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。
　この基準に友情を深め、そして活動していかなくてはいけな
いと思います。この四つのテストはあまり利用していないと言
われていますので、例会の中で 1 度は四つのテストの歌を歌い
たいと思っています。
今年 1 年この様な活動方針でやっていきたいと考えていますの
で、会員の皆様、ご協力よろしくお願いします。

鬼沢一彦幹事　就任挨拶
　皆葉会長のもと、幹事を仰せつかりました鬼沢（おにさわ）
一彦です。父は茨城県鉾田生まれですが、父が東京で仕事をし
てる時に生まれ育ちましたので、大学卒業するまで東京で暮ら
していました。
　卒業後すぐに常陸野産業株式会社に入社し、筑波山で飲食店
をしています。入会のきっかけは、震災の時に風評被害で苦し
んでいるときに先輩にロータリー入会のお誘いをいただき入会
しました。入会した時は若手で、3 年間親睦活動を、その後Ｓ
ＡＡ、職業奉仕を 3 年行いました。入会前はつくば青年会議所
14 代目理事長を仰せつかり、17 年間の活動をしていました。
　皆葉会長から幹事のお誘い頂く前は、皆葉会長はつなぎを着
てきて、例会に遅刻をする直毛の方というイメージでしたが、
こう見えて骨のある方で、今回の組織人事も会長がしっかり組
みました。その体制で今年のクラブ運営をやっていくのですが、
委員会は委員長だけで活動するのではなく、委員長と副委員長
で二人のつながりを持って委員会メンバー全員で運営して欲し
いということです。よろしくお願いします。
　ちなみに皆葉会長は運を引き寄せる力があり、ロータアクト
の話を何度も聞いていましたが、それが今 10 名を超えるクラ

ブになりました。本年度方針の中にありました、「四つのテスト」
や「女性会員の件」必ずやり遂げるのではないかと思います。
　幹事がしっかり支えてやれとお話しもいただきました。皆葉
会長を精一杯サポートしていきたいと思います。
1 年間よろしくお願いします。

幹事報告　２０１９−２０２０年度　鬼沢　一彦幹事

1. ８月例会プログラムの件
2. ガバナー補佐事務所決算報告の件
3. 「 い ば ら き 介 護 体 験 キ ャ ン プ つ く ば 」「 つ く ば 路 徒 歩
２０１９」「薪能」協賛依頼の件
4. 「まつりつくば」「いのちの電話」協賛依頼の件
5. ＲＬＩ・ディスカッションリーダー推薦依頼の件
 （木村副幹事を推薦）

6. その他
 大里年度会計監査の件
 当クラブ会員専用ページログインの件
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ニコニコボックス

古本　朝彦　会員　17 日
鈴木　昌実　会員　18 日
鬼沢　一彦　会員　20 日
下間　幹　　会員　23 日　
前島　正基　会員　27 日
長瀨　行弘　会員　27 日
荒正　仁　　会員　31 日

米山奨学生　奨学金授与式

７月度　会員・奥様誕生日・ご結婚祝い

下間　舞子　様 1 日
冨田　淳子　様 8 日
猪野　優子　様 11 日
宮本　恵美子様 19 日
藤川　美也子様 29 日
野澤　玲子　様 30 日

高田稔美　・　清子　ご夫妻　7 日
猪野研一　・　優子　ご夫妻　11 日

誕生日・ご結婚記念日
おめでとうございます

鈴木　冨士雄会員
比国育英会バギオ基金　感謝状贈呈式

古本　朝彦　会員
誕生日祝いありがとうございました。皆葉会長、一年間頑張ってください。

鈴木　昌実　会員
皆葉会長・鬼沢幹事宮、一年間よろしくお願いします。

猪野　研一　会員
御結婚祝ありがとうございます。まる 10 年になりました。これからも家の中では「ほふく前進」を心掛け、家内安全でまいります。
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長瀬　行弘　会員
今日から 5 番テーブルになりました。今朝は雨の中、5 番枠のポスター張りをしてきました。

石井　一　会員
皆葉会長・鬼沢幹事、一年間頑張ってください。私も SAA 引き続き頑張ります。

塚田　陽威　会員
皆葉年度をよろしくお願いします。

皆葉　真治　会員
会員の皆さま、本年一年ご指導ご支援よろしくお願いします。

鈴木　冨士雄　会員
皆葉会長・鬼沢幹事、この一年頑張ってください。またお世話になります。

浦里　浩司　会員
雨の中、皆葉丸の出港です。浦里甲板員と木村甲板員もよろしくお願いいたします。

木村　英博　会員
本年より副幹事をさせていただきます。宜しくお願いします。先日は甲子園での野球大会中止は残念でしたが、12 クラブとの交流
を前夜祭でしてきました。^_^

大里　喜彦　会員
改めて 1 年間ありがとうございました 。今例会何が楽かと申し上げますと、会長挨拶考えなくて例会参加、とっても楽ですね。
皆葉会長、鬼沢幹事一年間よろしくお願いします 

村上　義孝会員
本日より皆葉年度ですね。一年間どうぞよろしくお願いいたします。

荒　正仁　会員
新会長よろしくお願いします。

高田　稔美　会員
今年度もよろしくお願いします。甲子園お疲れ様でした。髪の毛を伊藤会員に習って短くしてサッパリしました。

鬼沢　一彦　会員
一年間よろしくお願いします & 誕生祝いありがとうございます。

飯田　正行　会員
皆葉会長、鬼沢幹事、新年度スタートおめでとうございます。1 年間よろしくお願いします。
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伊藤　麻夫　会員
新年度スタートおめでとうございます。私も頑張ります！！ 

大野　治夫　会員
甲子園残念でした！！ジャンケンには勝ったのですが、雨に負けました。遠征した選手の皆さんお疲れ様でした。

上野　修　会員
本日ラケットボールアジアヨーロッパ大会をソウルで開催し、参加いたします。今アジアはヨーロッパと一つになろうとしており
ます。

村上　憲範　会員
皆葉会長、鬼沢幹事、よろしくお願いします。

鈴木　一雄　会員
皆葉会長、鬼沢幹事、バンザイ！ 

ニコニコボックス大賞　年間ニコニコ大賞

６月ニコニコ大賞おめでとうございます！ 年間ニコニコ大賞おめでとうございます！

一年間よろしくお願いします。

SAA 中田委員長 浦里甲板員と木村甲板員 皆葉丸の出航！ 親睦委員会　瀬戸口委員長

沼尻様参加ありがとうございます 出席委員会　鈴木委員長本日も多くの出席　ありがとうございます
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つくば学園ロータリークラブ 『ロータリーを考える』
〒 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

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/

ロータリーは世界をつなぐ

http://www.kyoto-yamashiro-rc.com/

https://www.rotary.org/ja

2019-20 年度　中村　澄夫ガバナー　地区スローガン　

人、学びて更なる奉仕
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

It is the 34th year since 1986
2019-20 皆葉年度　『ロータリーを考える』

2019-20 年度　Ｒ I テーマ　マーク・ダニエル・マローニー

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 67 22 1 3 2 80.23

プログラム予告
07 月 11 日 12:30 ～ 13:30 例会  各委員会委員長事業計画発表
07 月 18 日 18:00 ～ 21:00 移動例会 『直前会長・幹事慰労会』 
     会場：ラ・ポルタ（ホテルベストランド 1F） ※ 17：40 より受付開始
07 月 20 日 11:00 ～ 14:00 移動例会  『納涼パーティー』・会場　つくば市　ゆかりの森（工芸館前デッキ広場）
     ※ 7/25（木）より変更
07 月 25 日 休会    ※ 7/20（土）へ振替の為

会報　VOL.01


