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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
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2020 年 1月 9日

皆葉　真治会長挨拶

皆葉会長 年頭挨拶 ／年男　今年の豊富 ／ 会員・奥様誕生日・結婚記念日お祝い　ニコニコ BOX　他

ロータリー特別月間　1月：職業奉仕月間ロータリー特別月間　1月：職業奉仕月間

あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。
皆葉年度も折り返し地点で半期が終わりました。しかしまだ会長方針とし
て提案させていただいたことを沢山やり残しております。後半に向けて是
非ご協力お願いします。
　年末年始で今年は二日間休みが多かったため普段より長く休みが取れた
と言う方も多かったと思います。今回は健康について考える機会が多かっ
た年末年始でした。先日、石井謙三元会員の訃報を聞きました。石井さん
は青少年奉仕活動が得意分野で、アクトの皆を自宅に招いてカラオケ例会
を開催したり、若い人たちに対してとても積極的に関わりを持ち、男魂の
創始者のような存在でした。そして石井さんのおかげで我々が中々触れる

ことができない芸能界の方々ともお話ができました。ご冥福を祈りいたします。
　経営者として健康とはどういうものか考える機会が多かった年末年始とになりました。やはり経営者が元気でいると言う事
は企業の 1番の安定に繋がっていくのではないかと思います。体の健康そして心の健康。昨今は様々な問題があります。我々
代表者が常に心身共に元気でいること、これが社員に 1番の安心感を与えるのではないかと思いました。自分も元気がなかっ
た時期が一時期ありました。その時先輩に話を聞いてもらったのですが、「社長は元気でいるだけでいいんだよ」と。存在自体
が大きな意味を出すのだからと言っていただきました。やはり健康であることが 1番大事なのではないかと思います。そして
その時体を動かし汗をかくこと、有酸素運動が頭に良い効果を出してプラスへと持っていけるというアドバイスをいただきま
した。そのアドバイスをきっかけに自分も筑波山の山登りなどをやるようになったのですが、やはり体動かすことで体の健康
だけでなく心の健康にも繋がっていくのだと思いました。そして我々が強い心を持って経営にあたるということが大事だと思
いました。
　そして我々ロータリーの例会の意味というのは、例会で良い経営者、元気の良い会社の社長さんと会い、刺激を受けること
により元気が出る、そして頑張ろうと思えるようになることだと思います。例会に出ること、そして皆さんとお会いすること、
それが例会の意味だと思います。後半も皆さんの出席よろしくお願いいたします。そして最後に今年度のロータリーの会長方
針をおさらいして終わりにしたいと思います。 会長方針は「ロータリーを考える」です。あなたはロータリーを何だと思い
ますか。あなたはロータリーに何を求めますか 。あなたはロータリーで何をしますか。このようにロータリーを考えながら
後半もがんばっていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。これから後半に向かってまたこの重点目標を達成して
会長方針を達成できる様に頑張りますので、皆様ご指導ご協力よろしくお願いいたします。
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幹事報告　鬼沢一彦幹事
▶ 　2月例会プログラムの件

▶ 　クリスマスパーティー決算報告の件

▶ 　つくば学園ロータアクト上期決算報告の件

▶ 　絵画の筑波賞企画の件

▶ 　その他

　　・　第 6分区『IM』開催の件

　　・　京都山城 RC30 周年記念式典の件

　　・　講演名義使用依頼の件

　　・　協賛金依頼の件

年男　今年の豊富
井田　充夫会員
　あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いします。年男という事
で 6周回ったことなり、72 歳になります。自分でもびっくりですが、ロータリー
クラブに入会したのが 2004 年、こんな年になってしまったのかなとびっくりして
います。毎年私はの実践目標っての売ってるんですけれども今年こういう感じの
2020 年私の実践目標ということで心身ともに健康を会長に言われてしまいました。
でも体調の方が自分の中でスカッとしないというところがあり、心身ともの健康を
追求して、常に健康になるというような新しい事業を始めました。感動を発信した
いということで、今年の抱負になります。
脱サラで作った会社は人に渡して頑張ってもらっているので、新しい事業で頑張っていきますので、よろしくお願いいたし
ます。ありがとうございました。

北島　睦男会員
　改めましてあけましておめでとうございます。まもなく奇しくも 23日に 72 歳
になります。この上の年男は 84歳ということになりますが、つくば学園ロータリー
クラブの中では一番年上ということになります。昨年、ラグビー日本が初めてベス
ト 8に進出したと話題尽きない頃、どうも最近北島がロータリークラブを辞めるら
しいという噂が立ったそうです。辞めることはありませんが、私はいろんな病気を
抱えています。12月に精密検査を受けたりしていますが、健康第一とということ
でこれからも一生懸命気をつけてきたいと思います。今年はピロリ菌の除去に努め
たいと思います。そして健康第一で頑張っていきたいと思います。昨年はご迷惑ご心配おかけしました。これから気を入れ
直して頑張っていきたいと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。

ロータリー特別月間　1月：職業奉仕月間ロータリー特別月間　1月：職業奉仕月間
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東郷　治久会員
　歳男になりました。どういう風な豊富かというと、会長が健康第一が一番と言ってい
ました。去年 100 周年記念式典が一段落したので、今年は健康一番、仕事が二番、ロー
タリーが三番ということで頑張ります。よろしくお願いします。

塚越　俊佑会員
　あけましておめでとうございます。5回目の年男になります。還暦で六十歳です。あ
と 2回ぐらいは年男を迎えたいので 80 歳半ばぐらいまでは生きたいと思っています。
今年はネズミ年の人は細々動いてマメだというのがネットに書いてありました。それが
自分に関係してるかは別として、そのようにマメにしていこうと、合わせて倹約家であ
るというところで、倹約しながら豆に働いて良い年になるように、ロータリーもちょっ
と頑張って出席しようかと思います。
　最後に今年は東京オリンピック・パラリンピック競技大会の年でありチケットは当
たったので見に行く予定になっております。新しい国立競技場を見てきて、楽しんでき
たいと思います。

齊藤　修一会員
　あけましておめでとうございます。ロータリークラブに入会して２回目の年男ですが、
12年前何を喋ったのか覚えていません。12年間って結構長いなと思いました。次の 12
年は 72歳になります。私はここ数年佐野厄除け大師に毎年行ってます。
娘が厄年の後厄になります。今年の私の抱負は娘の結婚相手が見つかればと思っていま
す。ありがとうございました。

猪野　研一会員
　皆様本年もよろしくお願いします。今年は4回目の年男ということで48歳になります。
やはり健康第一なのは同じで、４年に一度オリンピックの年に人間ドック、脳ドックを
受けるようにしていて、今年はそれを申し込み、改めて健康管理に努めたいと思います。
本年もよろしくお願いします。

ロータリー特別月間　1月：職業奉仕月間ロータリー特別月間　1月：職業奉仕月間
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吉岡　隆久会員 結婚祝いありがとうございます。49歳になります。健康に気を使いつつチャレンジ続けていきたいと思います。
野澤　俊夫会員 新年あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします 。
下村　正　会員 新年早々の初麻雀で大勝利をしましたのでニコニコ入れます 。
鈴木冨士雄会員 あけましておめでとうございます。世界が平和で地域の安心と安全で充実した日々が送れますよう奉仕の実践
  をしていきたいと思います。
鈴木　昌実会員 新年あけましておめでとうございます。年末ぐらいから足がつるのが気持ち良く感じるのは何かが変なので
  しょうか？
木沢　藤房会員 新年あけましてお目でとうございます。今年は出席率アップ頑張ります。
塚越　俊佑会員 1 月で 60歳になります。ねずみ算式に良い事が重なる年になればいいな。
猪野　研一会員 本年もよろしくお願いします
海堀　利光会員 本年も宜しくお願い致します
鬼沢　一彦会員 あけましておめでとうございます。あと半年よろしくお願いします。昨年、冬至の日に穴八幡神社で
  林会員とばったり「一陽来復」
浦里　浩司会員 あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。初例会ですのでスーツ姿で出席しました
  が、皆さんからなんかあるのか？と不思議がられました
野堀　喜作会員 今年もよろしくお願いいたします。筑波賞の方もお願い致します。
木村　英博会員 新年おめでとうございます。2020 年は飛躍繁栄の年です。幸多き一年になりますようご祈念申し上げ、本年
  も変わらぬお付き合いよろしくお願いします。
菅原　俊　会員 皆様あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。 
長瀨　行弘会員 家内の誕生日に綺麗な花をありがとうございました 
大野　治夫会員 あけましておめでとうございます。今年一年元気で頑張りましょう。皆葉会長も今年は新たな自分を出して
  くれるといいんですけどネ！！ 
小關　迪　会員 息子が理事長に就任しました
中野　勝　会員 あけましておめでとうございます。早速のお誕生お祝いありがとうございます。
猪瀬　博　会員 皆様あけましておめでとうございます。
林　康夫　会員 出席忘れておりません

ニコニコBOX

ロータリー特別月間　1月：職業奉仕月間ロータリー特別月間　1月：職業奉仕月間

1月お誕生日・奥様誕生日・ご結婚お祝い

会員誕生日

広瀬　潤 会員 2
高野　勝憲 会員 2
馬場　清康 会員 9
木沢　藤房 会員 13
浦里　浩司 会員 22
須藤　功行 会員 23
高橋　功 会員 27

奥様お誕生日

路川 優子 様 13
須藤　真弓 様 15
星　　香織 様 16
小関　暎子 様 17
瀬戸口博美 様 20
前島　朋子 様 21
山崎　幸 様 22
村上　美保 様 26
中山　敬子 様 27

ご結婚お祝い

井田充夫・優子 ご夫妻  1
北島睦男・昌子 ご夫妻  11
山口一也・貴美恵 ご夫妻  12
海堀敏光・明日香 ご夫妻  12
野澤俊夫・玲子 ご夫妻  13
須藤功行・真弓 ご夫妻  13
広瀬貴之・真実 ご夫妻  14
山﨑幸登・幸  ご夫妻  22



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
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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

88 59 29 1 3 1 70.59%

プログラム予告
01 月 16 日 19:00 ～ 21:00 移動例会 「新年会」 会場：筑波山江戸屋
01 月 23 日 12:30 ～ 13:30 例会 「職業奉仕月間に因んで」招待卓話　～出会い・感謝　ボクシングのおかげで～
 吉田和敏氏（東京足立ロータリークラブ）
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