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直前会長幹事慰労会／納涼パーティ
他

大里直前会長・中野直前幹事慰労会
皆葉会長挨拶
本日は大里直前会長、中野直前幹事の直前会長幹事慰労会で会員の皆様にはご
参加いただきありがとうございます。
また、大里直前会長、中野直前幹事の年度は会員増強が一番だったかと思います。
ここ数年間は多くの若い会員に入会していただき、つくば学園ＲＣは、茨城県
のロータリークラブの中でも上から 3 番目くらいのクラブになります。それは
大里直前会長の力なるものと思います。それを支えて頂いた中野直前幹事、本
当に一年間ありがとうございました。直前会長幹事には、これから今年度のア
ドバイスをいただき、引き続き楽しいロータリークラブにしていきたいと思い
ます。一年間お疲れ様でした。そして、ありがとうございました。改めてよろしくお願いいたします。

大里直前会長挨拶
この会場に入ってきて『大里会長

中野幹事

お疲れ様でした』がすぐに目に入

りました。嬉しくて涙が出て参りました。本日は私と中野直前幹事と二人の新たな
る門出に多くの皆様お集まりいただきまして誠ありがとうございます。中野直前幹
事に本当に一年間お世話になり、理事また会員の皆様にもお世話になり一年間進む
事ができました。最後のころになると、やっぱりお酒を飲みながらワイワイガヤガ
ヤで楽しくという事が一番よかったと思います。本日も楽しくワイワイガヤガヤと
やりたいと思います。本当にありがとうございました。

中野直前幹事挨拶
やっとこの日が来ました。昨年の会長幹事慰労会で小城さんと菅原さんがとても
笑顔でニコニコしていた事を羨ましく思っていました。それがやってきたと思って
います。特に何をしたということではないのですが、１番の思い出は、最後に「つ
くば災害協定締結」で、大里会長が幹事を勤めていた頃に出た案件で、色々と準備
を進めていてくれ、あれよあれよという間に何も知ることもなく無事協定を結ぶ事
が出来て、大変良い思い出となりました。ありがとうございました。
今後は皆様に協力していきたいと思いますので、皆様よろしくお願いいたします。
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大里会長・中野幹事

お疲れ様でした！

中野直前幹事もスッキリしてますね
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小城直前会長挨拶で乾杯 1 回目

大里直前会長の笑顔、とても明るいです

増山直前ガバナー補佐挨拶で乾杯 2 回目

浦里会長エレクト
知可良ありがとうございます

大里直前会長・中野直前幹事慰労会
皆葉会長挨拶
本日はつくば学園ＲＣ納涼パーティーにつくばシティＲＣ・筑波ＬＣ・ボーイ
スカウト・米山奨学生・つくば学園ＲＡＣの皆様にお集まり頂き、本当にありが
とうございます。今年は親睦委員長にお願いをして、納涼パーティーを山百合を
観る会として開催しました。少し山百合の花が少ないかなと思いますが、綺麗な
花を咲かせている山百合もありますので、お時間あるとき、見ていただければと
思います。
実はこの例会ですが、2010 年 -11 年の川崎年度の時に開催されたのが最後で
2011 年 3 月の東日本大震災以降は開催されず、8 年ぶりの山百合の花の観賞納涼パーティーとなります。親睦委員会に段取り
をしていただき、ロータアクトにも手伝ってもらい、大人も子供達も楽しめる例会になればと思います。よろしくお願いします。

ゆかりの森岡野主査ご挨拶
本日は山百合を観る会でご参加いただき、大変お疲れ様です。つくば学園ＲＣ
の皆様には、毎年の山百合の球根植え、遊歩道のウッドチップ敷きなど、ゆかり
の森で自然を守るボランティア活動していただき、大変感謝います。本日は山百
合観賞ということですので、昨年植えた山百合を楽しんでいただきたいと思いま
す。
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乾杯挨拶

多くの皆様にお集まりいただき本当にありがとうございます。急に暑くなりまし
たので熱中症に十分気をつけて、楽しんでいただきたいと思います。
ご来場の皆様のご健勝そして来年こそはもっと多くの山百合が見られることを
願って乾杯の挨拶とします。

ジャズで踊ります。

瀬戸口委員長、中山蕎麦打ち６段例会の シティ RC 会長幹事、参加ありがとうご
準備ありがとうございます！そして根木 ざいます。
マリサさん素敵な音色ありがとうござい
ます。

ボーイスカウトの皆様もご参加ありがと
うございます

浦里会長エレクト

ご参加のみなさま十分楽しんでください 毎年、ゆかりの森を賑わせてくれる山百
合です。大きく綺麗に咲いています。

閉会挨拶

多くの皆様に集まっていただき、
楽しく無事に例会を終了することができます。
先日友人に商売益々繁盛（商売升升半升／バンザイマスマスハンショウ）という
ことで万歳 2 唱半を教えて頂いたので、万歳 2 回最後は半分万歳で辞めると言
うやり方で閉めたいと思います。本日はありがとうございました。
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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

プログラム予告
07 月 25 日 休会

無断欠席数

出席免除数

出席率

※ 7/20（土）へ振替の為

08 月 01 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

08 月 01 日 12：30 〜 13：30 例会

会長挨拶・
「会員増強月間に因んで」浦里委員長

08 月 08 日 12：30 〜 13：30 例会

各委員会委員長事業計画発表

08 月 15 日 休会

メイクゲスト

休会（定款細則第 6 条第 1 節により）

08 月 22 日 12：30 〜 13：30 例会

会員卓話

増山栄 会員

08 月 29 日 12：30 〜 13：30 例会

2018-2019 年度

決算・監査報告／ 2019-2020 年度

予算（案）について

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

