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浦里会長挨拶／木村幹事報告／年男の抱負　浦里浩司会員・中野勝会員・木村英博会員・鈴木昌実会員／
米山記念奨学生　ジョン・チャンジュン（水戸 RC）様ご挨拶／

会員・奥様お誕生日・ご結婚お祝い・ニコニコ大賞・ニコニコ BOX　他

ロータリー特別月間　3月：水と衛星月間ロータリー特別月間　3月：水と衛星月間

会長挨拶　浦里　浩司会長
3 月に入り、2月 23日に茨城県の緊急事態宣言も解除されロータリー活

動が再開できました。しばらくはスクール形式のテーブル形式となりますが、
このまま 6月まで無事にロータリー活動ができることを祈りつつ、5月には
つくば学園ロータリークラブ創立 35周年事業がありますので盛大に皆様とお
祝いして、ロータリー活動を続けていきたいと思います。

幹事報告　木村　英博幹事
4 月例会プログラムの件
「観桜会」企画の件
半期決算報告の件
創立 35周年記念式典の件
その他
 協賛依頼　いのちの電話の件
 地区親善野球大会出場の件
 地区大会開催についての件



年男　今年の抱負
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浦里浩司会員

5 回目の年男、還暦なりました。抱負は特にここ数年変わらないと思いますが、
還暦になったら赤いちゃんちゃんこを着るという習慣があるようなので、ちゃんちゃ
んこは着ないで、趣味の車で赤いフェラーリを買おうと思って、会員の青山会員に
お願いしましたが、提示した予算では購入できないと言われ、じゃあ、マツダの赤
いユーノスロードスターにしようと試乗に行きましたが、狭くてのれませんでした。
２台もダメでしたが、今年１年間は青山会員にいい車が出たら買ってほしいという
ことでお願いしています。還暦でタバコを止めようと思いましたが、つい忘れてタ
バコは吸ってしまいこれはダメでした。これからロータリー活動も仕事も頑張って
行いきますので、60歳 0の大台ということですね健康に気を付けて頑張りますのでこれからもひとつよろしくお願いし
ます抱負は何もありません頑張っていきたいと思います。ありがとうございます。

中野　　勝会員

60 歳の還暦を迎えました。60歳は会社員の場合定年という節目になります。友
人のほとんどは再雇用で働いてます。友人は節目を感じていると思いますが、私の
場合は定年がありませんので実感が湧いていない感じです。
抱負については特にありませんが、このまま健康で会社を続け、合わせてロータ

リー活動を楽しくやっていければと思っています。
節目の年に会長職という大役を引き受けることになりました。大野ガバナーエレ

クト年度でもありますので、しっかり補佐しつつ、皆様に協力もいただきつくば学
園ロータリークラブの運営をしていきたいと思います。ありがとうございました。
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木村　英博会員

皆様改めまして、昭和 48年生まれの丑年です。私の年はベビーブームで同級生
がたくさんいます。
今年は本当に特別な年で、48年間生きてきて故郷の宮城の実家で年越しをしな

かった年は今年が初めてで、コロナウイルスということで帰ってこないほしいとい
うこで、お墓参りもできなかったのも 48 年間生きてきて初めてでした。本当に大
変な年だったと思いつつ新年 2021 年を迎えさせていただきました。
ロータリーの抱負は浦里年度の「レッツトライ・ワンチームで！」ということで、浦里会長に幹事職を仰せつかった

後半の年となります。6月の終わる時に綺麗に ” 立つ鳥跡を濁さず ” ということで、綺麗に締めくくれるように活動させ
て頂き、中野年度に襷をお渡しし、中田副幹事に幹事の襷をしっかり渡して行きたいと思っています。
今年は本当に大野ガバナーノミニーの決定した年にもなりますので、本当にプライベートで可愛がっていただいてお

りますので、ようやく恩返しができる機会が来たと思っていますので、しっかりセクレタリーをしていきたいと思います。
プライベートは、夫婦仲良くし、子供も小学 6年、4年、1年生で、小学校に兄弟 3人が揃うというのも今年が最後に

なりますので、春休みに家族で沖縄旅行でも行き、充実したプライベートにしていきたいと思います。
最後に仕事ですが、アクサ生命保険に営業として入社して 20年になりました。営業畑で 20年、体に染み付いている

のですが、今年は新たなチャレンジで人事採用・育成をして、営業はそのまま続けますが、プラス人事採用を年男という
節目を利用して、人生をもっともっと充実させて、年間 100 回ゴルフも目標にしようとしてます。
忙しい中でも時間を作って、楽しい年にしていこうと思います。ありがとうございました。



会員誕生日

石井　一　会員 2 日
海堀敏光　会員 6 日
野澤俊夫　会員 7 日
皆葉真治　会員 8 日
下村　正　会員 14 日
大木康毅　会員 14 日
飯田正行　会員 19 日
宮本　学　会員 25 日

奥様お誕生日

野堀　敏子　様 8 日
浦里　晴美　様 27 日
村山　春香　様 29 日

ご結婚お祝い

吉岡隆久・京子　夫妻 1 日
伊藤麻夫・理美　夫妻 3 日
高野勝憲・綾子　夫妻 5 日
中田勝也・純子　夫妻 15 日
小林圭一・香奈　夫妻 17 日

３月度　会員・奥様誕生日・ご結婚祝い

おめでとうございます！！
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鈴木　昌実会員

48 歳の年男です。あと 12年で還暦なんだと思いつつ、12年間どうやって楽しく行こうかなと考えています。
ロータリー活動も頑張っていこうと思いつつ、仲間をどんどん作っていこうと思います。
年男だからこそ、改めて考えさせられる一年になると思ってます。
仕事は IT 職をやっていますので、オンラインでの仕事はかなり慣れています。在宅勤務の影響は特になく、逆に相談を

受けていた状態です。今後はオンラインでの仕事でもっと充実した、アイデアをもってきちんとスムーズに仕事ができる環
境作りを目標にしていこうと思います。
プライベートはインターネット利用して世界中のあちこちに友達作って、その友人を日本に誘致していきたいと思いま

す。中にはつくばに住んでみたいと言ってくれる方もいるので、しっかり説明してこのつくばに住んでいただければと思い
ます。
他には、早く人生のパートナーを見つけたいと思っています。ありがとうございました。

2021年 2022年地区委員委嘱状授与
地区諮問委員会   吉岡　隆久会員
地区諮問委員会委員長  野堀　喜作会員
職業奉仕委員会総括委員長 鈴木冨士雄会員
国際委員会WCS グローバル補助金国際交流奨学金委員
    大堀　健二会員
青少年奉仕委員会・青少年並びライラ委員長
    高田　稔美会員
米山記念奨学会米山選考委員長 村上　義孝会員
奨学会米山記念支援アドバイザー 井田　充夫会員

ロータリー特別月間　3月：水と衛星月間ロータリー特別月間　3月：水と衛星月間



井田　充夫総括委員長
本日は突然でしたが、奨学生ジョン・チャンジュンさんを紹介します。米山記念商学会総
括委員長が 3年目で 6月には終了ですが、奨学生は 4月からスタートで 3月が終業式です。
今年は 3月 14 日に修了式を予定し、３１名が修了を予定していますが、彼はその前に韓
国に帰国するので特別に記念品をこの例会で授与します。
水戸ロータリークラブ所属で、一番記憶に残ってる活動の話をしていただきます。
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米山記念奨学生記念品贈呈

米山奨学生　ジョン・チャンジュン（水戸RC）様　ご挨拶
筑波学院大学のジョンです。私は水戸 RCに所属し、一番に記憶に残る出来事は、奉仕が
繋がっていることです。数年前、奨学生を修了しベトナムに帰国した方の話で、去年ベ
トナムは大雨が降っそうです。被害が広がり、その時に水戸 RCに申請して、すぐに現場
の状況に合った支援をしていただいたそうです。これによって奉仕がつながっていると
いうことを確かめることができました。
私はロータリークラブに入る前に、個人的に東南アジアの日本語を教えるボランティア
をしていました。一人で寂しかったのですが、村上会員と井田会員にお会いできて心強
かったです。
私は研修の帰り道で教えていただいた教えを本当に感激しております。
私はロータリーの一員として今後とも続けていきたいと思います。ありがとうございました。

11月大賞 大里　喜彦会員
11月大賞 馬場　清康会員
2月大賞 中野　　勝会員　
2月大賞 飯田　正行会員（写真は中山　正巳会員代わりに受賞していただいています。）

ニコニコ大賞

ロータリー特別月間　3月：水と衛星月間ロータリー特別月間　3月：水と衛星月間
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ロータリー特別月間　3月：水と衛星月間ロータリー特別月間　3月：水と衛星月間

ニコニコBOX
浦里　浩司会員 ３ヶ月振りの例会開催になり、会員の皆様のお元気なお顔を拝見出来てロータリーの友人は
   尊いと感じました。早くいつも通りの活動に戻って楽しく活動していきましょう。
木村　英博会員 本日は３ヶ月ぶりの例会開催で感無量です♡私も本年年男！新しい事にチャレンジして
   おります。レッツトライ！ワンチームで、ラストスパートしていきましょう♡
飯田　正行会員 久々にメンバーの顔がみられてよかったです。また、誕生にのお祝い一番嬉しい物をありがとう
   ございます。
菅原　　俊会員 浦久しぶりの例会はいいですね！ 35周年も観桜会もできるといいですよね～！
   レッツトライ！・ワンチーム！！（ニコニコ大賞ください！）
   
広瀬　貴之会員 皆様お久しぶりです。３ヶ月ぶりの例会ですが、３ヶ月前に体調をくずして皆様にご迷惑・
   ご心配をおかけしてすみませんでした。体調はくずしましたが、心はいたって健康です。
   レッツ！トライ！ワンチームで！また皆様方に楽しく親睦を深めていただく為に頑張ります
   ので、何卒宜しくお願い申し上げます。
猪瀬　　博会員 久しぶりに例会に出席できてほんとうにうれしい限りです。
塚田　陽威会員 皆さん、久し振りです。コロナを元気に乗り切りましょう。又、大野会員がガバナーに決定し
   大変有難うございました。大野さん、御苦労様です。
東郷　治久会員 久しぶりの正式例会、皆さんにお会いできて本当に嬉しく思います。
大野　治夫会員 久しぶりの食事例会、楽しいです。
皆葉　真治会員 例会再開おめでとうございます。誕生祝ありがとうございます。
大里　喜彦会員 久しぶりの例会！残る浦里年度、普通に例会できます様に
野澤　俊夫会員 例会の再開おめでとうございます。まだコロナの問題をひきづっておりますが、少しずつでも
   ロータリーの本来の活動が戻ってくると良いと思います。
   私の方はおかげ様で事業承継を無事すませることができました。
   少しだけ気持ちが軽くなった様な気がしてます。
中山　正巳会員 久しぶりの例会で仕事以外で出掛けられて、出不精の解決になればと思います。
   皆さん元気そうでなによりです。
村上　義孝会員 先日は愛する妻へのお誕生日祝のお花をいただき、まことにありがとうございました！！
井田　充夫会員 米山記念総括委員長も３年目で終了の予定でしたが、支援アドバイザーとして、１年残る事に
   なりました。今日急に米山奨学生・ジョン チャンジャン（水戸 RC）に参加頂きました。
   有難うございます。
鬼沢　一彦会員 ご祝儀
中野　　勝会員 還暦です。元気に頑張ります。
北島 　睦男会員 ５０年程前の事ですが、当時付き合っていた彼女と訳あって約半年間、会えない時期がありま
   した。例会の開かれてなかった、この３ヶ月はこれに次ぐ淋しい期間でした。
   ５ヶ月後には東京オリンピック・パラリンピックコロナ禍の中ですが、元気で過ごそうと思い
   ます。皆さんと一緒に！



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

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

88 60 28 2 4 1 70.59%
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