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

TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I.
国際ロータリー 2820 地区

会報　VOL.20

2019 年 12 月 5日

皆葉　真治 会長 挨拶

皆葉　正治会長挨拶　／　鬼沢　一彦幹事報告　／
会員・奥様誕生日・ご結婚お祝い　／　次年度役員・理事会発表

ロータリー特別月間　12月：疾病予防と治療月間ロータリー特別月間　12月：疾病予防と治療月間

鬼沢　一彦幹事報告

　本日で 12月、もうすぐ折り返し地点です。本日のクラブ総会で 次年度
の役員の発表があります。承認よろしくお願いします。
11 月は「ロータリーの森創り」「つくばマラソンのエイドステーション」
で社会奉仕委員会の皆様、山崎幸登委員長、ご協力ありがとうございました。
   従来の行事に新しい 工夫を入れていただき、素晴らしい成果があっ
た思います。特に感心したのがエイドステーションでのどら焼き、コーラ
の配布のタイミングで、今回は山崎委員長が統計学を用い、最後のランナー
にまで配布ができるエイドステーションの形ができました。

   是非、皆様も職業を生かした企画提案をして 面白いクラブ活動が
できていければと思います。
2019 年残り 1ヵ月、クラブ活動頑張っていきましょう。

月プログラムの件
新年会企画の件
講談で学ぶロータリー決算報告の件
ロータリーの森創り決算報告の件
つくばマラソン・エイドステーション決算報告の件
次年度役員・理事の選任の件

その他
　フィリピン育英会基金の件 
　ボーイスカウト連盟より運動支援のお礼の件
　つくばユナイテッドサンガイア年間パスポートの件  
　ポリオ棒滅運動への寄付の感謝状の件
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ロータリー特別月間　12月：疾病予防と治療月間ロータリー特別月間　12月：疾病予防と治療月間

米山記念奨学金　贈呈　・　11月ニコニコ大賞

会員誕生日
田中　芳和会員　5日
久保田泰隆会員　11日
沖山　哲夫会員　15日
永井　克人会員　20日
齊藤　修一会員　21日
今川　武彦会員　22日
村上　義孝会員　27日
月本　昭　会員　27日

奥様誕生日
広瀬　未希　様　7日
中田　純子　様　9日
塚田千恵子　様　15日
鈴木　陽子　様　15日
月本　直美　様　17日
高田　清子　様　18日
清水　智子　様　26日

ご結婚祝い
野堀喜作・敏子　　ご夫妻　6日
宮本　学・恵美子　ご夫妻　6日
冨田浩司・淳子　　ご夫妻　10日
荒正　仁・絵里　　ご夫妻　10日
大木康毅・真由美　ご夫妻　12日
宮川健治・麗子　　ご夫妻　15日
大野治夫・佐多子　ご夫妻　18日
今川武彦・美香　　ご夫妻　24日
磯山正蔵・とし子　ご夫妻　25日

12月度　会員・奥様誕生日・ご結婚祝い

おめでとうございます！！

益々の勉学に励んでください

米山記念奨学生　許　聰様 １１月ニコニコ大賞

古本　朝彦会員
猪野　研一会員

ニコニコ大賞受賞
　おめでとうございます！！
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ロータリー特別月間　12月：疾病予防と治療月間ロータリー特別月間　12月：疾病予防と治療月間

次年度役員・理事発表

鬼沢　一彦　会員　ロータリーのクリスマスパーティーに参加いたしました。シティカラーを楽しみました。
鈴木　一雄　会員　本日もよろしくお願いいたします。
荒　　正仁　会員　11 月出席率悪くて申し訳ありません。12月 14日のパーティーは結婚記念日で残念ながら欠席です。重ねて申し訳ありません。
山崎　幸登　会員　先月は「ロータリーの森」「つくばマラソンのエイドステーション」ご参加ありがとうございました。
　　　　　　　　　社会奉仕の峠を越えることができました。ありがとうございました。
路川　淳一　会員　カタロニアサーキット（スペイン）でポルシェタイカン（EV）を試乗してきました。0～ 100 キロに到達する加速感は圧巻でした。
　　　　　　　　　来年 3月に販売開始ですので興味のある方はぜひお申し込みください。非常に楽しい車でした。
木村　英博　会員　来年浦里年度の理事・役員発表がありました。35周年の節目の年であります。
　　　　　　　　　皆様のご協力をよろしくお願い申し上げます。浦里年度楽しくやるぞ！
林　　康夫　会員　食い逃げすみません。
塚田　陽威　会員　北島さんが戻ってくることになり大変喜ばしいことです。野堀さん御苦労様です。
皆葉　真治　会員　昨日シティーロータリークラブのクリスマスパーティーに参加しました。
　　　　　　　　　赤い物をドレスコートとして赤いベストを着て参加しました。
鈴木　昌実　会員　両足小指の爪が今年初めて生えてきました。久しぶりに両足の爪が揃っています。
大野　治夫　会員　結婚祝いありがとうございます。何年になるか忘れてしまいましたが。
浦里　浩司　会員　2020年度新役員に選任されました。また35周年事業もあります。若い会員中心でがんばりますので、よろしくお願いいたします。
久保田　康隆会員　誕生日のお祝いありがとうございました。
小城　豊　　会員　浦里エレクト、新年度体制決定おめでとうございます。陰ながら応援しています。がんばって下さい。
　　　　　　　　　皆葉年度も折り返しですね。早くもあと半年がんばれ。
田中　芳和　会員　本日 51歳になりました。お祝いありがとうございました。
石井　一　　会員　11 月 30 日に会社移転させていただきました。つくばから土浦市卸町の東大通り沿いです。
　　　　　　　　　近くに来られた際にはぜひお立ち寄りください。
村上　義孝　会員　お誕生日のお祝いありがとうございました。45歳がんばります。
猪野　研一　会員　寒さが厳しくなって参りました。皆様くれぐれもご自愛ください。
高田　稔美　会員　誕生祝いありがとうございました。来年は SAAと言うことで皆様にお世話になります。これからも忘年会ラッシュ楽しみます！
野堀　雄樹　会員　クリスマスパーティー楽しみにしております。

ー　ニコニコボックス　ー

浦里　浩司　次年度会長挨拶
　皆葉会長から発表がありましたメンバーが、私の年度の理事という形で進めます。
会長経験者は齊藤副会長のみで、後は若いメンバーですが、つくば学園 RCの若い会員
からベテラン会員までたくさんいます。
　私の年度は若い会員に十分に新しい感覚で活動していただき、また今年の年度の新
しい風が起きてくれればと思いを込めて自薦しました。皆様、何かと若い考え、新し
い考えで活動していきますので、このメンバーをよろしくお願いします。

次年度役員および理事

会長  浦里　浩司
直前会長 皆葉　真治
会長エレクト 中野　勝
幹事  木村　英博
会計  小河原　公
男
副会長  齊藤　修一
会場監督（SAA） 高田　稔美
副幹事  中田勝也
職業奉仕 高野　勝憲
社会奉仕 菅原　俊
国際奉仕 古本朝彦
青少年奉仕 飯泉智弥
ロータリー財団 大堀健二
米山記念奨学 村上　義孝
広報  鈴木　昌実



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１３６４－１

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

87 60 37 1 3 1 72.61%

プログラム予告
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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　新入会員卓話　「永井克人会員」
12月 26日　　 休会（12/14 へ振替の為）


