
INDEX
例会報告

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.
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臨時総会／ニコニコ BOX　他

ロータリー特別月間　2月：平和と紛争予防／紛争解決月間ロータリー特別月間　2月：平和と紛争予防／紛争解決月間

会長挨拶　浦里　浩司会長
本日は 3ヶ月ぶりの例会で ZOOMで参加の会員の方もありがとうござい

ます。、今は外出自粛制限が解除されていないのですが、今回例会開催につい
て食事無しで時間短縮で開催しています。本日皆様の元気な顔を拝見できて
本当に嬉しく思います。3月からは通常通りとはいきませんが、予定通りに
開催できることを祈念して挨拶とします。

臨時総会
12月に行われる予定の定時総会を今回開催します。つくば学園ロータリー

クラブの第一条により会員総数の 1/3 を持って臨時総会及び例会を定足する
とするという規定があります。今回の例会に３０名以上の参加者がおり、定
足数に達しましたので、臨時総会成立という事で進めていきます。

大堀健二会長ノミニー挨拶

22-23 年度会長にご指名預かりました大堀です。数年前までは会長人事は
他人事だった訳ですが、７年前に飯田正行会長の元、幹事を務めさせていた
だき、その後から冗談混じりで ”会長に大堀だ ”などと言われた事もあり、そ
れが、今回現実となりました。しっかり頑張っていきたいと思っています
幹事には優秀な高田　稔美会員に用意していただき、安心して会長職を頑

張って務めていけると思います。第６分区で当クラブがガバナー輩出年度の
会長となります。ガバナー年度ということで、2820 地区内で大野会委員しっ
かり支え、RI 理事、RI 会長へと進んでいただくための会長として頑張ります。
皆様のご協力よろしくお願いいたします。
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高田稔美幹事ノミニー挨拶

再来年の幹事としてご承認頂き、つくば学園ロータリークラブにとっても特別な
年になると思いますし、ロータリークラブは私が大好きな団体でありますので皆様
が活動しやすいように大堀会長をサポートして頑張っていきたいと思いますそこま
でしっかり経験を積んで頑張って参りますので、よろしくお願いいたします。

中野　勝会長エレクト挨拶

新型コロナウイルスの影響で 3ヶ月程中断し、ロータリー活動から少し関心が薄
くなったところで次年度の準備で何から始めていいのか、少し戸惑っているところ
でます。昨日 2月 17日からワクチンの接種が始まり、新型コロナウイルスの件も
落ち着いてほしいと願いつつ、再びロータリー活動が活発になればと願っています。
また、大野ガバナーを輩出するということで、私の年度は大野ガバナーエレクト

年度になります。その準備もしながらの会長職で私にとっては少し重荷かもと考え
ていますが、皆様から承認頂いた理事の皆様を柱として頑張っていきます。
皆様のご協力よろしくお願いいたします。

中田　勝也幹事エレクト挨拶

次年度の中野年度の幹事を仰せ付かりました中田です。よろしくお願いいたしま
す。今年度は新型コロナウイルスが猛威を振るったということで、大変な時期ですが、
ワクチン摂取も開始されて、これから明るい話題を提供できることになるかと思っ
ています。その中、私は中野会長エレクトを支えて、理事メンバーと交流を深めな
がら、会員の皆様とより良い場を提供し、関係を築けるよう全力で支えていきなが
ら頑張り、来年も楽しい年度にしたいと思っています。
皆様、どうぞよろしくお願い致します。
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中野年度理事メンバー紹介
会長　中野　勝会員／直前会長　浦里　浩司会員／会長エレクト　大堀　健二会員／幹事　中田　勝也会員／
会計　小河原　公男会員／副会長　大里　喜彦会員／会場監督（SAA）　広瀬　貴之会員／副幹事高田　稔美会員／
職業奉仕　長瀬　行弘会員／社会奉仕　瀬戸口　進会員／国際奉仕　今川　武彦会員／青少年奉仕　吉岡　隆久会員／
ロータリー財団　下村　正会員／米山記念奨学　村上　義孝会員／広報　鈴木　昌実会員

大野　治夫　ガバナーノミニーご挨拶
改めてガバナーノミニー候補に推薦されました大野です。よろしくお願いしま

す。
昨年から数回に渡り浦里会長と数人でガバナーの推薦を頂き、1月 23 日に意

を決して受けました。本当は昨年の早い段階で決定していなくてはいけない事な
のですが、ノミニーの期間も残り4ヶ月。2004年に入会して、野堀パストガバナー
に入会推薦書を頂き、ロータリーとは何をやっているところなのかもわからない



米山記念奨学生　楊　萍　様　挨拶
皆様に 3ヶ月程会えない期間があり、ようやく今日は会えました。楽しみにしてきたクリス

マス例会・新年会も中止になり、本当に残念でしが、その前にロータリークラブのおかげで皆
様と一緒に米山記念奨学記念館やお墓参り、箱根旅行そして皆様と一緒に木を植えた日、色々
楽しい思い出が作れました。本当に感謝しています。そして今年3月に卒業致します。この3ヶ
月間は修士論文のみではなく、皆様のおかげでいろんな日本名所に旅行に行きました。千葉県
の牧場・富士山・沖縄など、本当に見たこともない景色を見たり、新しい経験をして様々な日
本の景色を拝見しました。本当に充実な 3ヶ月間を経験しました。就職先の配属地が神奈川・
横須賀に決定しましたので、皆様が機会があれば是非遊びに来てください。ありがとうございました。
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ニコニコBOX
皆葉　真治会員 例会再開おめでとうございます。会長、幹事大野さん、頑張ってください。
加藤　貴史会員 お久しぶりです。コロナが早くおさまりますように願っています。
飯田　正行会員 早く通常例会が開きたいですね。35周年もありますので。
中田　勝也会員 浦里会長・木村幹事、総会のご盛会おめでとうございます。また、大堀会長ノミニー及び高田
   幹事おめでとうございます。そして次年度理事の皆様どうぞ宜しくお願いします。楽しく参り
   ましょう。
   そして大野ガバナーノミニーおめでとうございます。楽しみですね。
古本　朝彦会員 久しぶりに、皆様にお会いできて嬉しい限りです。会長・幹事は特に大変かと思いますが、
   頑張ってください。ところで女子大生の娘がバイトを探しています。コロナ禍でやることが
   なくない家でゴロゴロしています。年度末限定でアルバイトを募集してましたら是非ご連絡
   ください。

状態で入会しました。
入会後はゴルフ・野球・大好きなお酒を飲みながら親睦をして限りなく仲間、友達ができたと思います。
当クラブは若い会員が沢山います。揶揄われながら遊んでもらってゆっくりロータリー活動をやっていこうとしたと
ころに、ガバナー推薦が来てしまいました。
私がガバナーになった時は第 2820 地区の一番上に私の名前があるだけで、つくば学園ロータリークラブの会員 88名全

員が一緒になって第 2820 地区を運営していくという気持ちでやっていこうという気持ちで、会員の皆様一人ひとりの協力が
ないのとやっていけないので、私を持ち上げていただいて、これから約 2年半程ありますがよろしくお願いします。
私は飛行機が苦手なので、非常に問題があるのですが、決めた以上は本当にやる気を持っていきたいと思っています。皆

様宜しくお願い致します。

幹事報告　木村　英博幹事
・　この指とまれ支援金の御礼の件
・　第 2820 地区・地区大会の件
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中野　勝　会員 皆様お久しぶりです。次年度の準備が始まります。ご協力よろしくお願いします。
飯泉　智弥会員 皆様お久しぶりです。やっぱり会って顔をみると元気が出ます。
木沢　藤房会員 久々に例会で皆様の元気な顔を見てこちらも元気をいただきました。
上野　修　会員 大野様、宜しくお願いいたします。
鈴木冨士雄会員 お久しぶりです。今日は楽しみにしておりました。
鬼沢　一彦会員 あけましておめでとうございます。
大堀　健二会員 早くコロナが収まることを祈ります。
   22 － 23 年会長としてがんばりますので、ご協力をお願いします。
馬場　清康会員 コロナで在宅している時間が多くなっている中、奥さん誕生日の花をいただき大いに感謝
   しております。
齊藤　修一会員 大堀会長ノミニー、高田幹事ノミニーおめでとうございます。ガバナー年度会長、宜しく
   お願いします。

北島　睦男会員 皆さんもそうだと思いますが、コロナ禍の中久し振りの例会を首を長くして待っておりました。
   大堀さんの情報によると茨城県独自の緊急事態宣言も、もうすぐ解除されるとの事です。
   1 日も早く、コロナが収束して、本来の日常に戻って欲しいものです。
浦里　浩司会員 ・大野ガバナーノミニー
   ・中野会員・中田会員
   ・大堀会員・高田会員
   の各役職が無事決定致しました。ワンチームでレッツトライ！
木村　英博会員 大堀ノミニー、高田さん、2022-23 会長幹事承認おめでとうございます。又、大野さんガバナー
   ノミニーがんばりましょう ^_^
   全力で応援していきます。次年度のがんばりますよ！レッツトライワンチームで！
村上　義孝会員 早く再開できますように！　本日はお疲れ様でした。
長瀨　行弘会員 お久しぶりです。ニコニコカードの存在を忘れてしまっていました（笑）



筑波大学学生食料支援事業（1月 22日配布）

新型コロナウイルス感染拡大に伴い経済的な苦境が続く学生の支援を筑波大学事業開発推進室が中心となり
筑波大学職員の協力で食料支援事業を実施することとなりました。当日３０００人を超えるの学生に食料が
無償配布されました。

推進室：
支援の輪が広がりかなり支援が増えてます。本当に助かってます。学生喜んで頂ける商品が送られてきています。
本当に皆様のご支援・ご協力の賜と思っております
当初は一箇所で学生に配ろうとしたのですが、たくさん支援して頂いたので 2箇所で配布に変更しました。
２キロずつに分けて配布していきます。
浦里会長：
JA茨城様にも協力をお願いしたところ、是非協力させてください。ということで寄贈の数が増えました。購入できる
だけ用意し欲しいと伝えたところ、実際の数を超えて支援することができました。有難い事です。
米が主食ですから、食べ盛りの学生に喜んで頂きたいと思います。当日宜しくお願いします。
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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
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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
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