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３クラブ合同夜例会
第 6 分区親睦ゴルフ大会
ロータリーエイドステーション

各クラブ会長 挨拶
つくばシティ RC

松本

豊会長

挨拶

本日は３クラブで多数参加していただきましてありがとうございます。
今回はシティ RC が担当で行うことになりました。ロータリー歴 13 年目でまだ
未熟ですがよろしくお願いします。今年は RI 会長マークマローニーの「世界は
ロータリーをつなぐ、ロータリーは地域をつなぐ、クラブをつなぐ、そして人と
人とをつなぐ」がテーマです。今日ご存知のようにテーブルにはいろんなクラブ
の方を招くような形でやっておりますので、ご協力のほどよろしくお願いいたし
ます。各会長挨拶の後に、私の企画で 10 分ぐらい時間を頂いてシェイクハンズ
ゲームをやりたいと思います。ご協力をお願いしたいと思います。

つくば学園 RC

皆葉

真治会長

挨拶

本日は 3 クラブ合同夜例会ということでシティ RC のみなさま段取りありがとう
ございました。松本会長の挨拶でありました友達の輪ロータリーの輪を広げると
いうことが一番の目的だと思います。
是非新しいお友達、話したことのない方とお言葉を交わしてそしていろんな情報
交換、また友達の輪を広げてほしいと思います。それがロータリーの一番の醍醐
味じゃないかと思います。素晴らしい経営者と出会って自分も刺激を受けるそれ
が一番我々が頑張れる源じゃないかと思います。今晩は皆さんで夜例会を楽しみ
ましょう。よろしくお願いいたします。

つくばサンライズ RC

雨宮

淳会長

挨拶

皆さんこんばんは、本日は５名で参加しまいした。3 名入会して、会員数もふ

えています。新しい仲間と交流ができるということがロータリー一番のメリット
です。新しい交流を 3 クラブでやっていければ、新しい仲間が増えるので、いろ
いろな話を盛り上げて行くため、3 クラブ合同例会をやっていただければありが
たいと思います。シティー RC の皆さん、松本会長ありがとうございます。よろ
しくお願いいたします

ロータリー特別月間

11 月：ロータリー財団月間
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松本会長企画・シェイクハンドゲーム

楽しい懇親会が始まりました
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つくばシティ RC の皆様
ありがとうございました！

第 6 分区親睦ゴルフ大会（１１／８）

素晴らしい快晴の中でゴルフは気持ちいい

お昼も楽しみの一つです

塙さん、賞品取りすぎ！？

いいスコアでてるのですか？

後半に向けてエネルギー注入中

表彰式・みんな順位に期待！

11 月８日・サミットゴルフクラブにて第 6 分区親睦ゴルフ大会が開催されました。素晴らしい天気の中、楽しい 1 日と、自
分との戦いを楽しみました。みなさん、楽しい懇親ゴルフ大会となりました。

ロータリー特別月間

11 月：ロータリー財団月間
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ロータリーエイドステーション（１１／２４）

金子他喜男会長エレクト挨拶
おはようございます。第 39 回つくばマラソンでつくば学園 RC・つくばシティ
RC・ボーイスカウトつくば第３団の皆様ありがとうございます。雨の中大変
ではございますが怪我のないようにお願いしたいと思います。ここは 27 キロ
位の地点です。11 時 45 分ごろからどら焼き、コーラ、水その他の提供と言
うことになるのではないかなと言うことになりました。雨の中大変ではござい
ますがよろしくひとつお願い申し上げます。

皆葉真治会長挨拶

おはようございます。雨の中、早朝からお集まりいただきありがとうござい
ます。いつものメンバーの方々にはお世話になりましてねありがとうござい
ます。ボーイスカウトつくば第３団の皆様・ほんとにありがとうございます。
昨日キャンプだったと言うことでお疲れのところ大変です。よろしくお願い
します。お昼から雨があがる予報を期待しております。実は雨の方がランナー
は走りやすいそうなんですね、今回はつくば学園 RC の山崎幸登社会奉仕委
員長の統計学に基づいた緻密な計算をしてもらって 11:45 分スタートで、今
までにない裏付けを取ったスタートの割り出しをしています。去年までの失
敗を繰り返さないと言うふうに気合が入っております。ご協力よろしくお願いいたします。

ボーイスカウトつくば第３団団長挨拶
おはようございます。毎年恒例でうちのボーイスカウトの子供たちにも貴重
な体験をさせていただいて、誠に感謝しております。ああすればよかったこ
うすればよかったと言う失敗学、非常に千尋が伝えるべき、子供に伝えるべ
き貴重な体験だと思ってます。
よろしくお願いします。

みなさま大変お疲れ様でした

ロータリー特別月間

11 月：ロータリー財団月間
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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
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32

0

3

4

70.23%

プログラム予告
11 月 28 日

休会（11/27（水）へ振替の為）

12 月 05 日 11:00 〜 12:00 理事会

19-20 役員・理事、プログラム委員長、親睦活動委員長

12 月 05 日 12:30 〜 13:30 例会

会長挨拶

年次総会（次年度役員・理事発表）

12 月 12 日 12:30 〜 13:30 例会

新入会員卓話 「沖山哲夫会員」

12 月 14 日 18:00 〜 21:00 移動例会 「皆葉年度クリスマスパーティー」 会場：オークラフロンティアホテルつくば
12 月 19 日 12:30 〜 13:30 例会
12 月 26 日

新入会員卓話 「永井克人会員」

休会（12/14 へ振替の為）

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
2019-20 年度

Ｒ I テーマ

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

マーク・ダニエル・マローニー

ロータリーは世界をつなぐ
2019-20 年度

中村

澄夫ガバナー

https://www.rotary.org/ja

地区スローガン

人、学びて更なる奉仕
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

『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

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

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

