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2020 年 11 月 03 日

ロータリーの森創り

浦里

浩司

会長挨拶

前日もずっと雨が降っていて、当日開催できるか非常に不安でしたが、雨も
上がり、実施することができました。今回も日本ボーイスカウト茨城県連盟つ
くば第 3 団の皆さんにも来ていただきました。
つくば学園ロータリークラブ の継続事業になります。本日は足場が悪いので、
怪我無いように十分気をつけて作業していただきたいと思います。
本日もよろしくお願いいたします。

ロータリー特別月間

11 月：ロータリー財団月間
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野堀

喜作

パストガバナー

挨拶

このロータリーの森創りが始まって少なくとも、2003 年の 18 期、中村義雄会長の
時にスタートしました。
最初を木を植えて少し荒れてしまった森を綺麗な森にしていくと言うことで始まり
ましたが、去年くらいからはこの林の中に緑と茶色だけではなく、色をつけようという
ことになっていて、ヤマユリを植えましたが、うまく根付かなかったので、ヤマツツジ
を植えて、歩きながら観賞できるように遊歩道を作ります。

菅原

俊

社会奉仕委員長

挨拶

本日は足下の悪い中、お集まりいただきありがとうございます。雨も止みましたが、
泥濘みなどで滑りますので、
皆様、
気をつけながら作業を進めください。そして、このロー
タリーの森がつくばの皆様、つくばに来ていただいた方の楽しい憩いの場になるように、
少しでも協力できればと思います。

つくばシティ RC 会長

金子

他喜男

様

挨拶

社会奉仕事業で相当長く開催しているということで私も楽しみにきました。生憎の
の雨でしたが、これから作業始まります。足元が悪い中、皆様、怪我のないよう作業し
ていただくのが、一番と思います。本日は一生懸命にお手伝いします。

つくばサンライズ RC 会長

小林

義誌

様

挨拶

このように盛り上がる事業とは驚きました。ロータリーの森創りは地道な努力で少
しずつ木が実って林が森になるのかと思います。微力ながらサンライズ RC から 3 名参
加しお手伝いさせていただきます。

つくば学園 RAC 会長

浦野

涼太

様

挨拶

つくば学園ロータリークラブからご支援を頂き、例会として勉強会や交流会などの
活動を開催しています。これからも頑張りますのでよろしくお願いします。
本日は足元悪いので気を付けて頑張りましょう。

ロータリー特別月間

11 月：ロータリー財団月間
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米山記念奨学生

楊

萍

様

VOL.16

挨拶

筑波大学大学院 2 年生です。まもなく卒業を迎えますが、今年度の奨学生です。
出身は中国で、本日植樹をするということで参加しました。
木を植えるのは 10 年ぶりになります。頑張ってたくさんの木を植えていきます。

日本ボーイスカウト茨城県連盟つくば第３団様

挨拶

日本ボーイスカウト茨城県連盟つくば第 3 団のメンバーです。大人子供合わせて 50 名
くらいかなと思います。毎年、参加させていただいてます。頑張って作業をし、怪我のな
いように行いますよろしくお願いします。

みんなでガンバルぞー！！

まずは道の目標のマルタを置きます

腰を痛めないように気をつけて〜

しっかりなじませて

チップも湿りがあって重いですよね

ちょっと一息

木村幹事、笑顔のレッツトライ！ワンチームで

浦里会長の植樹中にいい笑顔の木沢会員

奨学生の楊さんも思い出の植樹！

ロータリー特別月間

11 月：ロータリー財団月間
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プログラム予告
11 月 03 日 09：30 〜 13：30

移動例会「ロータリーの森創り」・場所

11 月 05 日 11：00 〜 12：00

理事会 20-21 年度役員・理事、プログラム委員長、親睦活動委員長

つくば市豊里「ゆかりの森」

11 月 05 日 12：30 〜 13：30

例会・会長挨拶・招待卓話「ロータリー財団月間に因んで」※会員・奥様誕生・結婚記念祝い

11 月 12 日 休会 休会（11 月 3 日（火）に振替の為）
11 月 19 日 12：30 〜 13：30

例会 招待卓話 筑波大学名誉教授・彫刻家

11 月 26 日 19：00 〜 20：30

移動例会「３クラブ合同夜例会」会場 ホテルグランド東雲

篠田守男氏 演台「現代アートとは何か・・・」

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
2020-21 年度

Ｒ I テーマ

http://www.kyoto-yamashiro-rc.com/
第２８２０地区

ホルガー・クナークＲＩ会長

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！
https://www.rotary.org/ja

http://www.rid2820.jp/

４つのテスト
１．真実かどうか
３．好意と友情を深めるか

２．みんなに公平か
４．みんなのためになるかどうか

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 『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

