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2020-21  浦里年度 レッツトライ！ ワンチームで
It is the 35th 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 7月 2日

浦里　浩司会長　会長挨拶

浦里会長挨拶／木村幹事 幹事報告／浦里会長就任挨拶／木村幹事就任挨拶
7月会員・奥様誕生日・ご結婚記念日お祝い／つくば学園ロータアクト　浦野会長挨拶

事業計画発表／ニコニコ BOX　他

本日は沢山の会員の皆様にご出席いただいたこと御礼申し上げます。
2020 年、浦里年度のスタートですが、5年前の 7月 2日は副会長をお
願いしている齊藤　修一副会長が会長で、私が幹事の奇しくも同じ日で
す。月日が経つのは早いと感じました。会長に就任して 35代目の会長
ということは今年、創立 35周年の節目の年です。35周年の大きな年度
の大きなイベントの会長として捉えています。
　コロナウイルスの蔓延の中、クラブ運営をどのようにして行うか、こ
れから第 2波、第３波の蔓延が心配されていますが、クラブ会員が団結
してつくば学園ロータリークラブとして、そして皆様の健康を第一に考
えて、この 1年頑張って参りたいと思います。
　会長に就任するとクラブのテーマを決めろということで事務局から依
頼がありまして、どのようにしようかと考えたのですが、私は高校時代
ラグビーをしてましたので、昨年のラグビーのワールドカップで、今ま
で弱かったオールジャパンがベスト 8に進出できた、それはチームとして一つに纏まって、世界の競合に負けないチーム一丸
となれたことと思います。それをお借りして「レッツトライ！ ワンチームで」ということを今年のテーマとして挙げました。
　つくば学園ＲＣのメンバーが一つになって、このコロナウイルスの関係でクラブのメンバーに大きな影響があると思います。
その中でつくば学園ＲＣは纏まって一年を活動して団結していきたいと思います。これを第一に考えて運営をしていきたいと
思います。私、会長と木村幹事の二人が進路を誤らないように渡航していきたいと思います。
１年間よろしくお願いいたします。 

木村　英博幹事　幹事報告

　・　８月例会プログラムの件
　・　納涼パーティー企画の件
　・　オンライン例会について
　・　会計監査員の件
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７月度　会員・奥様誕生日・ご結婚祝い
会員 お誕生日
古本　朝彦　会員　17日
鈴木　昌実　会員　18日
鬼沢　一彦　会員　20日
前島　正基　会員　27日
長瀨　行弘　会員　27日
荒正　仁　　会員　31日

奥様 お誕生日
冨田　淳子　様 8 日
猪野　優子　様 11日
宮本　恵美子様 19日
藤川　美也子様 29日
野澤　玲子　様 30日

ご結婚記念日
高田稔美　・　清子　ご夫妻　7日
猪野研一　・　優子　ご夫妻　11日

会長就任挨拶（浦里　浩司会長）

会長に就任して１回目の例会でたくさんの会員の方に出席していただいたのは非常に嬉し
い事です。本日も多くの感染者が出たとニュースに流れていました。これから本当に無事
にですね ロータリークラブを 運営していけるのかは、 非常に不安ですが、会員の絆を深め
て 1 年間運営していきたいと思います。
会長を決めるにあたり、考えたことは 35周年という歴史もあり、これからの ロータリー
の 運営を考えて、各委員長は、プログラム委員長の上野会員、出席委員長の下村会員以外
は全員、私より 若い会員に委員長をお願いしました。 

ベテランの方にしっかりしたポジションについていただいて、 若い会員の方に委員長を経験していただき、若い考えで一年間をしっ
かり運営していただきたいと思っています。ちょっと行き過ぎたとこがあった場合には、ロータリーの精神に免じて、温かい目で
見ていてください。今年一年どういうような活動できるか全く不透明ですが、木村幹事と頑張っていきますので、今年一年よろし
くお願い致します。 

幹事就任挨拶（木村　英博幹事）

本年度幹事を務めます木村です。よろしくお願い申し上げます。今年度は 35周年と
いう節目を迎える年です。 是非、35周年の節目に立ち止まり、 過去を振り返って、今を
噛み締めて、未来を見つめて行けるような 年にいたいと思っています。
本年はＲＩでは「 ロータリーは機会の扉を開く」という テーマ、 地区では「ロータリア
ンのイノベーション・磨こう人間力！」というテーマ、我らつくば学園ＲＣでは「レッ
ツトライ！ワンチームで」ということで元気にやって行きたい思っています。そして本
年度は、35周年記念事業を 5月 20日に飯田正行実行委員長のもと開催する予定となっ
ています。
　幹事就任にあたり、例会参加者が少なかったらどうしようと 思っていたのですが、多くの会員に参加していただき、ありがとう
ございます。オンライン例会の話もありましたが、基本同じ場所・同じ空間でときを過ごす、膝をつき合わせて腹を割って話すとい
うような考えです。コロナウイルスを全く恐れないというのではなく正しく恐れて正しい対策をする必要があるのではないかと思っ
ております 。1年間会長のやりたいということを全て実行に移していく手伝いをしていきたいと思っています。
　本年も盛り上げて元気な感じでいきたいと思います。皆さん、どうぞ一年間よろしくお願いします
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つくば学園ロータアクト会長挨拶　（会長　浦野　涼太様）

本日はお招きいただきありがとうございます。つくば学園ＲＡＣ会長を務めます浦和涼太
と申します。
つくば学園ＲＡＣはつくば学園ＲＣから支援をいただき、当クラブとの交流や社会貢献活動
など行なっています。
前年度の活動は筑波山清掃活動、地区イベントの手伝い、保育園の手伝いなどをやってきま
した。今年は８名からのスタートで、7月 18日に筑波山清掃活動を行います。基本的に筑
波大学大学院のメンバーが大半ですが、修士 2年のメンバーが半数となっているので、今年
度の必須の課題として、会員増強が挙げられます。筑波山清掃活動に後輩を招き、根強く残る会員を募集し、増強していきたいと思い
ます。これらの活動は皆様の支援のおかげで行なえている状態です。本当にありがとうございます。今年度もよろしくお願いします。

各委員会事業計画発表
会員増強委員会　中野　勝委員長
　会員相互の親睦を深めて友情を育み活力あるクラブ魅力あるクラブを目指して、退会防止と会員増強を図っていきたいと思います。
また地域におけるロータリークラブの認知・知名度を高めて奉仕を通して地域に貢献していきたいと思います。

クラブ運営管理委員会　齊藤　修一委員長
　皆葉年度から継続検討のリモート例会、ネットワーク例会を今年度は必然的にある程度行なって行って、リモートでも例会が参加で
きる環境づくりがどの程度できるかというのを検討する年度になると思います。
　機械的・技術的な問題はクリアできると思いますが、出席をどう扱うか、食事をどうするかとかの運営面の問題が洗い出せる年度に
なるか思います。 常に対応できるという体制づくりも、リモートを含めて環境づくりとして考えていかなければならないと思います。

広報委員会　鈴木　昌実委員長
　事業計画は会報および、ロータリーの情報活動情報をさまざまなツールを使って素早く正確に発信していきたいと思います。
活動で得たさまざまな情報を出来る限り皆さんと共有していきたいと思います。

ロータリー財団　大堀　健二委員長
　今年は地区は国際奉仕ですが、財団の方で担当させていただきます。去年、おととし、筑波大学院柴田君がシカゴ大学にグローバル
補助金を使って留学しましたが、今年も柴田君がジョージタウン大学に留学します。申請をして認可が下りるのはもうアメリカの状況
次第でアメリカの入国許可が出れば、すぐに認証されるという形になります。1年間よろしくお願いいたします

米山記念奨学会　村上　義孝委員長
　今年度、米山カウンセラーを兼ねてということで担当します。事業計画はまず例年通りですが、2020 年度の米山記念奨学生として
筑波大学大学院人文社会科学研究科国際地域研究専攻修士課程二年生の楊　萍さん、ヤン　ウンさんをクラブの奨学生として迎えてい
ます。そして二つ目として、昨年から開催している、3クラブ合同例会で、米山奨学生との筑波大学での交流会を計画しています。大
学もクローズしている状況なので開催できるか不明ですが実際に向けて進んでまいりたいと思います

親睦活動委員会　広瀬　貴之委員長
　親睦活動委員会の初の仕事で７月 16日に直前会長・幹事慰労会があります。ご参加よろしくお願いします。そしてレッツトライと
いうことで、浦里会長・木村幹事ともにですね色々な企画を立てていきます。よろしくお願いします。
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ニコニコBOX
浦里　浩司　会員
　今日から浦里年度スタートです。コロナ嵐の中の船出ですが、一年間木村一等航海士と頑張ります！
馬場　清康　会員
　浦里会長一年間よろしくお願いします。今年度の皆勤賞は霧筑波の「純米吟醸＜生＞」を希望します。
山崎　幸登　会員
　いよいよ浦里年度のスタートですね。酒樽に入った気持ちでついて行きます。
木村　英博　会員
　浦里年度スタートです。皆様と楽しく一年を過ごしたいと思っております。「レッツトライ！ワンチームで」を旗印にどうぞよろ
しくお願い申し上げます　感謝
増山　栄　会員
　浦里年度のスタートおめでとうございます。木村幹事共々、1年間 よろしくお願いします。
鈴木　富士雄　会員
　新年度新たな気持ちで頑張りましょうお世話になります。
長瀬　行弘　会員
　夜の街関連で発表されない様この一年気をつけて活動いたします。
猪瀬　博　会員
　浦里会長、木村幹事 1年間、お世話になります。
大堀　健二　会員
　浦里会長、木村幹事 1年楽しいロータリーにしていきましょう。頑張ってください。
飯田　正行　会員
　浦里会長、木村幹事、御就任おめでとうございます。コロナをふきとばすように１年間よろしくお願いします。
塚田　陽威　会員
　浦里年度　会長さん、役員さん、皆さん頑張ってください。コロナに負けずに頑張りましょう　つくば学園ロータリー
上野　修　会員
　浦里年度スタートですね。よろしくお願い致します。
大野　治夫　会員
　高田 SAA 1 年間よろしくお願いします。
下村　正　会員
　東郷さんうなぎゴチになります押忍！
中野　勝　会員
　浦里会長、木村幹事一年間よろしくお願いします。
大里　喜彦　会員
　浦里会長、木村幹事一年間よろしくお願いします。懇親会は毎回「知可良」で乾杯と伺っています。楽しみです。
高野　勝憲　会員
　新年度 職業奉仕委員長を拝命致しました。不慣れですがよろしくお願いします。ホテルのベストランド前で三密を避けてビアガー
デンをスタートしました。元気のいい日に是非お運びください。
皆葉　真治　会員
　浦里会長新年度スタートおめでとうございます！！
鈴木　昌実　会員
　浦里会長、木村幹事無事スタートおめでとうございますよろしくお願いします
前島　正基　会員
　誕生日祝、有り難うございます。61歳の今、新しいことにチャレンジしたいと思っています。今後ともよろしくお願いします
猪野　研一　会員
　結婚祝いありがとうございます。1年間 SAA よろしくお願いします。
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高田　稔美　会員
　1年間 SAA としてお世話になります。結婚祝ありがとうございます。円満、円満
広瀬　貴之　会員
親睦活動委員長に拝命いたしました広瀬です。皆様方に楽しく親睦を深めていただき、沈黙活動にならないよ様に頑張りますのでよろ
しくお願いします。
菅原　俊　会員
　浦里会長木村漢字一年間よろしくお願いします。ニコニコ賞ちょうだい！！
鬼沢　一彦　会員
　誕生日のお酒ありがとうございます。うなぎ、ご馳走様です。浦里会長　木村幹事スタートおめでとうございます。
村上　義孝　会員
　新年のスタートですね！ 1年間よろしくお願いします。浦里新会長バンザーイ！！

　1年間 SAA としてお世話になります。結婚祝ありがとうございます。円満、円満

米山記念奨学生　楊　萍　様 つくば学園ロータアクトクラブ
会長　浦野　涼太　様

つくば学園ロータアクトクラブ
幹事　吉川　佳佑　様　

米山記念奨学金　授与式こんなに沢山の出席ありがとうございます！高田委員長・猪野副委員長 SAA頑張って
ください！

広瀬親睦委員長、楽しい親睦企画楽しみ
にしています！

下村出席委員長、今年度初仕事～ 誕生日おめでとうございます！！



つくば学園ロータリークラブ『レッツトライ！　ワンチームで』
〒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：ホテル日航つくば
茨城県つくば市吾妻１丁目１３６４－１

TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I.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/

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

https://www.rotary.org/ja

2020-21 年度池田　正純ガバナー　地区スローガン
ロータリアンのイノベーション・磨こう人間力！

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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2020-21 年度　Ｒ I テーマ　ホルガー・クナークＲＩ会長 第２８２０地区

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

86 60 26 1 4 3 76.82

会報　VOL.01

07 月 09 日 12：30　～　13：30　　 例会　各委員会委員長事業計画発表

07月 16日 19：00　～　21：00　　 移動例会「直前会長・幹事慰労会」　会場：「ひたち野」

07月 23日 休会（海の日）定款・細則第６条第１節により

07月 30日 12：30　～　13：30　　 例会　会員卓話　小河原公男会員　「コロナ関連融資について」

08月 06日 11：00　～　12：00　　 第 2回理事会　役員・理事メンバー各位、プログラム委員長、親睦活動委員長

08月 06日 12：30　～　13：30　　 例会　会長挨拶　会員増強月間に因んで「中野委員長」　会員奥様誕生・結婚祝、7月ニコニコ大賞

08月 13日  休会　休会（8/22 へ振替の為）

08月 20日 12：30　～　13：30　　 例会　招待卓話「内田彰子氏（筑波大学医学部卒）」「オリンピックの危機管理について」

08月 22日 18：30　～　21：00　　 移動例会　「浦里年度納涼祭」会場：ホテル ベストランド前ビアガーデン ※雨天決行

 08 月 27 日　12：30　～　13：30　　 例会　クラブ総会・2019-20 年度　決算及び監査報告・2020-21 年度　予算 ( 案）について


