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2020 年 1 月 16 日

新年会

皆葉

真治会長挨拶
皆様こんばんは。改めましてあけましておめでとうございます。新年会でお集
まりいただきましてありがとうございます。今日のセッティングしていただきました
瀬戸口委員長の皆様ありがとうございます。そして吉岡パストガバナーありがとう
ございます。新年も明けて 2 週目になります。皆さんもお仕事は順調にスタートし
てることだと思います。今年一年、商売繁盛とまたロータリークラブの益々の活躍
でよろしくお願いします。自分がロータリークラブに入会した時の初めての新年会
を毎年思い出します。実はその時に私は親睦委員で、委員長が上野委員長です。
思い出がここの舞台で実は白いタイツを履いてスカートを履いてマツケンサンバ
を踊りました。舞台の上で自分と大野さん、路川さん、あと飯田さん、あとお辞め

になってしまった佐藤さん、この 5 人で白いタイツで上で踊りました。真剣に踊ったのを思い出します。その時楽しくやらせていただ
いた思い出がありました。今後も楽しくやっていきたいと思いますのでよろしくお願いします。

吉岡パストガバナー挨拶
毎年ご利用いただきましてまことにありがとうございます。たくさんの皆さんが
昨年ご利用いただきまして改めまして御礼申し上げます。ロータリークラブの昔
話が先ほどありました。そこで私がガバナーをさせてもらったのは 20 年前くらい
でちょうどつくば学園ロータリークラブが 15 周年の時でした。私が 57 歳。若く
てあの頃は何でもできました。ロータリークラブはいろいろ考えますが難しい話
ではなく、楽しくやればいいと思うんですが、私はいろいろなことを皆さんにお
願いしている訳ですが、地域社会のためになることで充分だと思います。世界が
どうこうというよりは、まず地域社会が幸せになるための組織なんじゃないかな
と思っていて自分が良くなれば周りを良くするという話を広げていくことがロータリークラブの役目ではないかと私は考えて
います。ロータリークラブとは仲間と仲間のつながりの中である訳でございまして、皆さん方のご支援ご指導によってこうやっ
てマイクを持たせていただいております。本日はどうぞ存分には美味しい料理を召し上がっていただき楽しんで行ってくださ
い。ありがとうございました。

ロータリー特別月間

1 月：職業奉仕月間
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挨拶

皆様お疲れ様です。本日は新春ゴルフコンペにたくさんの方にご参加いただきまして
ありがとうございます。乾杯の後にですね成績発表を行います。よろしくお願いします。
乾杯の挨拶では筑波乾杯条例というのが可決されましたので、霧筑波で皆さん乾杯い
ただきますが、本日は浦里エレクトどうしても参加できないと言うことで浦里エレクト
の方から 1 ダース初しぼりを頂戴していますのでこちらで乾杯します。
よろしくお願いしたします。

大里直前会長

乾杯挨拶

皆様、改めましてあけましておめでとうございます。素晴らしい仲間と素晴らし
い先輩、吉岡大先輩ありがとうございます。酒と料理が揃っていますので、話
が長くなるとクレームになるので早めに、大きな声で今年 1 年間がんばってい
きたいと。また稲葉年度も残すところ半年です。無事をご祈念申し上げて大き
な声で今年もよろしくお願いしますと発声をしたいと思います。では今年 1 年
間頑張っていきましょう！乾杯 !

皆葉会長白いストッキング見てみたい

乾杯の勢いがすごい！

まだ、酔う前です

料理を前に待て状態

木村会員

ナイス！ニアピン賞

今回はニアピン！？

ロータリー特別月間

1 月：職業奉仕月間

大堀会員
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大里会員もナイス！ニアピン！

松田会員

４位とニアピンですか！

広瀬会員

猪瀬会員

磯山会員

当日賞

瀬戸口会員

荒会員

ブービー！？

井田会員

７位さらっていきますね

準優勝

すばらしい

当たり！

安定のポジション！

ナイス！８位

偽の優勝記念写真ですか！

大野会員

下村会員

最後は一本締め

優勝おめでとうございます！
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３位

ゲット！

おつかれさまでした

楽しい新年会・新年ゴルフコンペお疲れ様でした。
また、来年楽しいコンペと新年会で集まれるようロータリー活動一年間頑張りましょう！

ロータリー特別月間

1 月：職業奉仕月間
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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

プログラム予告

01 月 23 日 12:30 〜 13:30 例会「職業奉仕月間に因んで」招待卓話
01 月 30 日 12:30 〜 13:30 例会

〜出会い・感謝

メイクゲスト

出席率

ボクシングのおかげで〜吉田和敏氏

会員卓話 「相続税改正について１」 吉岡隆久会員

02 月 06 日 11:00 〜 12:00 理事会
館 1F

出席免除数

19-20 年度役員・理事、プログラム委員長、親睦委員長

※会場・ホテルグランド東雲

本

小会議室

02 月 06 日 12:30 〜 13:30 移動例会

会長挨拶

02 月 13 日 11:30 〜 12:30 第 1 回臨時理事会
02 月 13 日 12:30 〜 13:30 例会

会員卓話

02 月 20 日 12:30 〜 13:30 例会

新入会員卓話

02 月 22 日 14：00 〜

移動例会

会員卓話「相続法改正について２」 吉岡隆久会員 会場：ホテルグランド東雲
役員・理事

井田充夫会員
小河原公男会員

第６分区「 IM 」・会場 「石岡プラザホテル」

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

