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2020 年 4 月 1 日

観桜会

ホテルグランド東雲
観桜会御礼挨拶

市川社長

この度は観桜会を開催して頂き、ありがとうございます。こんな華やかな
形で宴会を開催させていただくのは、久々です。毎年恒例の観桜会ですが涙
の出る思いです。今年も事務局の服部さんから「桜だけはよろしくね」と言
う連絡があり桜の準備をさせていただきました。
桜は私の実家に母が植えた桜があり、毎年その桜を使います。今年は例年
以上に桜の開花が早く、9 〜 10 日前に伐採してきて冷蔵庫に２〜３日前まで
保管し、そこから開催日までに開花するように会場に設置しました。本日は
時間の許す限りどうぞごゆっくりご歓談と桜の鑑賞をしていただければと思います。本当は今日ありがとうございます。

浦里

浩司会長挨拶

4 月恒例の観桜会、このような夜例会は 3 〜 4 ヶ月ぶりで皆様と毎年恒例
のホテルグランド東雲で桜を愛でながら飲めるのは、非常に久しぶりで、と
ても嬉しく思っています。コロナ禍ですので、ソーシャルディスタンスを十
分に保ちつつ、手酌で、十分に気をつけて時間いっぱい楽しみたいと思います。

木村

英博幹事

幹事報告

５月例会プログラムの件
創立３５周年記念式典の件
つくば学園 RAC 半期決算報告の件
正会員推薦の件
退会届の件
その他

6 月 11 日

中学生と語る会開催の件

ロータリー特別月間

4 月：母子の健康月間
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広瀬

貴之親睦委員長
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ご挨拶

本日は大変お忙しい中、お集まりいただきありがとうございます。
約 5 ヶ月ぶりの親睦委員長として、ドキドキしながらの開催となりました。
本日はホテルグランド東雲様に立派な桜を飾っていただき、桜の花を愛でなが
ら美味しい料理を食べて、やっぱり皆様方に話を聞かせていただきたいなと思
い、サイコロトークを開催します。楽しく盛り上げていけたらと思います。
私ではなかなか説得力がありませんが、ソーシャルディスタンスを保ちつ
つ、席の移動をせず、手酌で且つ会食時以外はマスク着用で開催させていただ
きます。本日は楽しくよろしくお願いお願いします

鈴木

冨士雄会員

お見舞い

大変ご迷惑をおかけしました。71 歳からスキーを始めたのですが、まず最初に大野さんから「やるもんじゃない」
と言われたのですが、軽井沢で検定試験を受ける日に転倒して、怪我をしてしまいまし
た。一瞬何が起きたのかわかりませんでしたが、体が動かず、すぐ救急車を呼んで、軽
井沢の病院に入ったのですが、コロナ禍で入院ができず、東京の息子の勤める病院でも
コロナ禍で入院ができない、やむなく筑波メディカルセンターに連絡をしたら OK がでて、
大急ぎでメディカルセンターに向かいました。つくばの街並みが見えた時には涙が出て
きました。いろんな方にも迷惑をかけてしまいました。
スキーは決して悪いものではないのですが、皆様から色々と言われて悪いのかなと思
いながら、前回の例会でも真っ先に大野会員から言われ、事故を起こした時も真っ先に
思い浮かんだのが大野会員の顔でした。
妻からもスキーの道具は捨てると言われてましたが、退院後、確
認したらスキーの板はあり、ホッとしました。できれば再チャレン
ジしたいという意欲もあります。ゴルフもスキーも私にとって生き
る喜びにつながっているのを改めて感じました。
本当は今日ありがとうございました。

鈴木 冨士雄会員
楽しんでください

早く治してゴルフにスキーに
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皆葉

真治直前会長

乾杯ご挨拶

本当に久しぶりで大変嬉しい限りです。このような素晴らしい例
会会場を設定をしていたき有難うございます。先程の市川様のご挨拶
でホテルグランド東雲の先代笑顔を思い出しました。本日はそういう
昔話をしていただければと思います。本日は 5 ヶ月ぶりに集まれると
いうことで嬉しく思います。元気に静かに楽しみましょう

サイコロトークイベント
飯泉

智弥会員

本日の理事会報告で今年度のローターアクト浦野会長が退任されて星会長になった
報告を間違えて浦里会長が退任された報告をしてしまいました。筑波ジュニアオーケス
トラなどいい事業をやっているなと自負しています。これからも頑張ってきたと思いま
す。

吉岡

隆久会員

私のささやかな幸せは、子供が保育園を卒業し、これから小学校入学します。入学
前ですが学童に初めて行く後ろ姿を見て成長を感じたのは幸せでした。入学式も控えて
ますがそれを見てまた幸せを感じると思います。

伊藤

麻夫会員

桜での思い出は、私は花粉症を持っていて桜が終わると花粉症が終わるので早く終
わらないかなという思いがあります。ありがとうございました。

猪瀬

会員

最近、お年を召した女性が営んでいる飲み屋を見つけて、そこの女性と酒を飲むの
がとすごく楽しいです。
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4 月：母子の健康月間
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今川

武彦会員

大野

治夫会員

私のささやかなひと時はこたつでゴロゴロしながら読書をしている時は幸せです。

春の情事よりも大野治夫と言います。情事とはよろしくないですね。話題は違い
ますが、本日の午前 12 時に正式にガバナーノミニーに決定しました。皆様のご協力
が無いとできませんので、是非ともご協力よろしくお願いいたします。

野澤

俊夫会員

大野治夫会員がガバナーノミニー決定と聞いては 10 年前から断っていた会長を私
もやります。何年後か分かりませんが頑張るしかないと思っています。幹事は飯泉智
弥会員を推薦します。よろしくお願いします。

山崎

幸登会員

私の最近ハマってるものはフライフィッシング同好会です。そして今は、仕事が
忙しくなり仕事でドツボにはまってます。早朝から仕事に行き、深夜まで働いていま
す。

村上

義孝会員

桜での思い出は、例年春休みに旅行にいくのですが、2 年前に息子の受験で福岡に
大学を見学に行ったとき桜が綺麗だったという思い出があります。旅行行く先々で早
くコロナが治まり、早く旅行に行けるといいなと思います 。
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猪野

研一会員

来年、境小学校栄小の PTA 会長になる予定です。合わせて市 PTA 連盟も合わせて
出向とのことで、とりあえずは PTA 会長をやります。よろしくお願いします。

五十嵐

徹会員

最近はまってるのは法人会です。今度、つくば部会の青年部の部会長を仰せ付か
りました。皆様、どうぞ宜しくお願い致します。おすすめは法人会に入会していない
方がいましたら、是非ご入会よろしくお願いします。ありがとうございました。

高野

勝憲会員

昨年 12 月にカラオケバックスを一誠商事様に解約手続き通知を書面で 3 ヶ月後解
約ということで送ったのですが、その後、ライズグループの井上くんから 12 時以降
抜きでやりたいからそこを共同でやらないかとお話をいただき、カラオケボックスか
らラウンジバックスに変わり、リニューアルオープンさせていただきました。私の店
は夜の 12 時まで、12 時から翌朝 5 時までライズグループでやりますので是非ご利用
いただければと思います。ありがとうございました。

中野

勝会長エレクト

閉会挨拶

疲れ様でした。久しぶりの夜例会、楽しんでいただきました。
最近のストレスを解消になったのではないかなと思います。次年度も出来る限り
こういうことをやっていただければと思います、皆様よろしくお願いいたします。一
本で締めさせていただきます。
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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

無断欠席数

出席免除数

メイクゲスト

出席率

88

63

25

5

4

3

78.57%

プログラム予告
04 月 08 日

12：30 〜 13：30

例会 招待卓話「パン工房 クーロンヌ 田島浩太様」 卓話演台：
「人を活かし、輝かせる秘訣とは」
※ 4 月会員奥様誕生・結婚記念祝い 3 月ニコニコ大賞
04 月 08 日 13：30 〜 14：30
次年度第 1 回（事前）理事会 & クラブ協議会 21-22 年度（次年度）役員・理事、各委員会委員長
04 月 15 日 18：30 〜 20：30
移動例会 招待卓話「数学者 和田尚樹 様」
・18：30 卓話演台「データ分析の現場から見た、企業におけるデジタル化推進、及びデータ活用の現状と今後」
・19：30 懇親会
・20：30 終了
04 月 22 日 12：00 〜 13：30
例会 会員卓話「会員 野澤俊夫様」
04 月 29 日 休会
休会（定款細則第 6 条第 1 節により）

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

