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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 6月 3日

会長挨拶　浦里　浩司　会長／幹事報告　木村　英博　幹事／
各委員会事業報告／地区大会／会員・奥様誕生日　ご結婚お祝い　ニコニコ BOX　他

幹事報告　木村　英博 幹事
直前会長・幹事慰労会企画及びスケジュールの件
職業分類変更の件
正会員推薦書の件
ガバナーエレクト事務局協力菌及びスケジュールの件
周年記念積立の件
その他

会長挨拶　浦里　浩司 会長
浦里年度最後の月、６月第１例会の挨拶です。考えてみればこれが最後の挨

拶になり非常に１年長いようで短い１年だったと思っています。
コロナ禍でロータリー活動も渡しの思っていたこと、考えてたいことができ

ないで、非常に良かったのか悪かったのか、この一年振り返ると色々とありま
した。まだ少し残っていますが、会長として決断しなくてはいけないこととか
ありましたが無事一年を過ごせたのかなと、何ができたのかなと考えましたが、
なにひとつ事業なり何なりできずじまいで、第 35 代会長として創立 35 周年事
業も残念ながら中野年度に先延ばしになりました。唯一できたのが当クラブ３人
目となる大野がバナーノミニーと決定し輩出したこと、私の年度でできたことはこのことかと思っています。
最終理事会でミニーの予定の調整などがきて、準備に入らなきゃいけない時期になりましたが、私のスローガン「レッツト

ライ　ワンチームで！」でノミニーの事務所も開設していきますので、会の皆様と成功裡にしていきたいと考えています。
そして、中野年度、大堀年度、みんなで協力して盛り上げていただきたいと思います。
みなさまのご協力よろしくお願いいたします。

ロータリー特別月間　6月：ロータリー親睦活動月間ロータリー特別月間　6月：ロータリー親睦活動月間
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会員増強委員会　中野　勝委員長
事業報告をいたします入会者 9名退会者 6名中純増 3名会員数 89 名です
引き続いて会員増強取り組んで来たいと思いますので皆さんのご推薦よろし

くお願いします決算の方ですがオリエンテーションと出来ませんでしたので支出
はありませんでした。

各委員会事業報告

勧誘・維持・教育・選考委員会　中山　正巳委員長
今年度はコロナウイルスのため、ロータリーを教育するオリエンテーション

を開催することができませんでした。活動できなかったことは反省点となります
が、純増２名は達成してくれました。起首が 87 名、純増２名となります。
引き継ぎとして会員のみなさまにはワクチンを接種して頂き、コロナウイル

スも騒ぎも落ついたところで、大宴会付きのオリエンテーションもいいのではな
いかと思います。次年度以降の委員会の方に開催できなかった分ののオリエン
テーションを開催していただければと思います。

クラブ管理運営委員会　齊藤　修一委員長
今年度はクラブの運営がスムーズに行うというところは問題無く開催できた

かと思います。昨年度に続いてのコロナの影響があり、通常例会がなかなか開催
できず、昨年の皆葉年度の時にはこんなに長く続くと思っていなかったのですが、
試験的に行った ZOOMでのリモート併用の例会が通常化しました。
　都合上、例会に出られない会員もリモートでの参加をカバーしていく上で

は、中野年度も ZOOMでの例会が引き続き必要かなと思います。あとは ZOOM
のオペレーションを誰か引き継げる人がいるといいかと思います。

会計　佐久間　弘一委員長
会計つきましてはクラブ運営活動資金と奉仕活動資金を厳正にに区分した処

理を行っています。会員並びに事務局の協力をいただきまして、資金の受払い、
保管、記帳等につきましては会計規則に則り、四半期ごとの会計報告を実施いた
しまして、支払金の実施いたしましてクラブ会計の流れ、資金の流れ比べ会計に
つきまして会員の皆様に理解を深めていただいたと思います。
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出席委員会　下村　正委員長
今年度はコロナ禍のため、例会開催が不定期になりました。出席率を上げる努

力も足りなかったか、残念ながら出席率は上がりませんでした。また、LINEで例
会の案内を行っていましたが鰻の案内を出したところ、非常に出席率が上がったと
事例がありましたので、次年度の出席は LINE の方も活用して頂きたいなと思いま
した。出席率を上げるっていうのは会員個人個人クラブ全体で少し考え方がいいか
と思います。ありがとうございました。

親睦活動委員会　広瀬　貴之委員長
今年度は浦里会長の「レッツトライ　ワンチームで！」を掲げ頑張ってまいり

ました。７月の直前会長・幹事慰労会から始まり、８月には納涼祭を開催しコロナ
に対するストレス解消、会員ご家族を含めた親睦を図れたかと思います。 ９月に
は病気にならない体作りとして免疫力アップの「コロナバリアプロジェクト」を開
催しました。12 月のクリスマス例会は残念ながら開催できず、クリスマスケーキ
を希望を取り、プレゼントさせていただきました。
　そして５ヶ月ぶりに親睦例会をホテルグランド東雲様にて観桜会を開始し、

会を盛り上げるためにサイコロトークで皆様から色んなお話を聞かせていただきま
した。楽しんで頂いたかと思います。
　新型コロナの影響で皆様方のご期待に添えず悔しい思いもありますが、会員の皆様、一緒に活動していただいた親睦委員会

の皆様には心より感謝申し上げます。１年間ありがとうございました。

プログラム委員会 　上野　修委員長
プログラム委員会からは下村委員長の報告でありました出席率向上には魅力的

な例会ということが大切なのかと思い、なるべく楽しい例会をするにはどうした
らと、約 90 名の会員がいる中で皆様が興味を持てるものは何かと考えた時に、各
ジャンルのスペシャリストをお呼びして、その人、その時に感じたことを、何か
の役に立てばいいと思って実施しました。
　コロナ騒動は皆葉年度で収束するかと思っていましたが、治らず今にいたる

ので、鈴木会員のように ZOOMでの例会を木村幹事の様にフットワークが軽くパ
パッとプログラム変更を手伝っていただいたことによって、最初に予定した講師
には、時期がずれた時もありましたが、すべて行うことができました。
招待卓話をお願いした講師から学生たちとは違う視点で時間を纏めることによって非常に有意義だったと言っていただいたこ

とが少しよかったかと思います。１年間ありがとうございました。
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ロータリー財団　大堀　健二委員長
今年度の活動はロータリー財団奨学生の芝田　共宏君を送り出しました。現在

の状況を芝田くんからいただきました。
今ちょうど学期末で、レポートをひとつ提出したところです。期末試験は無事

終わり、レポートも二つ提出しました。あと一つレポートが残っています。後日
１年目を総括する個別面接があり、この２つが終われば、夏休みに入ります。夏
休みはお世話になってる先生のもとででリサーチアシスタントをしたいと考えて
います。
また、キャピタルヒル・ロータリークラブのオンライン例会に出席することも

考えています。ご存知の通りアメリカではワクチン接種が進み、先生も学生も済ませている方が多いようです。このままいけば８
月に渡米できるかと思います。ロータリアンの皆様によろしくお伝え下さいますようよろしくお願い申し上げます。
本当に１年間も日本での大学生活になってしまいましたが、８月には渡米できそうです。
ロータリー財団の方は地区の補助金活用してのロータリー森づくりはいつも 100%寄付額ですが、環境のボーナスポイントと

してプラス 2000 ドル割り増しで支給されました。これも皆様の寄付があっての事です。
引継ぎ事項はポールハリスソサエティという毎年 10 万円を寄付する会員がいるのですが、当地区では 60 名目標で進めていま

したが、当クラブからとも考えていましたが、次年度に理解を深めていただき、増やしていきたいと思っています。ありがとうご
ざいました。

職業奉仕委員会　高野　勝憲委員長
１年間の活動報告と事業報告は何も活動出来ておらず、１月の職業奉仕月間を

因んでで卓話を予定していましたが、例会休止。６月 11 日に「中学生と語る会」
を青少年奉仕委員会・飯泉委員長と予定しています。
初めて理事を仰せつかり、初めて一年間通して理事会に参加し、限られた時間

ではありましたが、ロータリーの技術について有意義な一年を過ごさせていただ
きましたありがとうございました

国際奉仕委員会　古本　朝彦委員長
他の委員会同様でコロナの影響を受けて、国際奉仕活動がかなり制約を受けた

１年でした。当初予定していた筑波大留学生との交流会、海外での国際事業、海
外のロータリークラブとの交流などもできれば一番良かったのですが、当然活動
は全て自粛となりました。できたことは「このゆび止まれ事業」への支援と筑波
大生への食料支援です。筑波大生の食糧支援はかなり留学生の方に喜んで頂けた
と聞いてますので、貢献できてよかったと思います。
やる気はあったんですが残念ながら消化不良の一年となりました。また次年度

の今川委員長に私の方で何かできることがあれば、一緒にやらせていただきたい
と思います。１年間どうもありがとうございました
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ニコニコBOX
瀬戸口　進　会員 木村幹事、ホールインワンおめでとうございます！祝賀会楽しみにしてます！

木村　英博　会員 浦里年度最後の月になりました。ご協力ありがとうございました。残り 1ヶ月がんばります。

   昨日阿見GC NO11 ホールにてホールインワンを達成しました (^_^)

   つきましては、後日お祝い会をいたしますのでご案内さしあげます。

   今年もツキがあります。絶好調♡レッツトライワンチームで！

中山　正巳　会員 木村幹事ホールインワン達成おめでとうございます。

   昨日コロナワクチン第 1回目の接種をしてきました。一足先に明るい明日が待っているようでうれしいです。

浦里　浩司　会員 会長最終月で無事最後の会長挨拶にこぎつけられました（笑）気を抜かずに頑張ります。

中山　正巳　会員 設計継承してくれる次男が週末にお嫁さん候補を連れて来ることになりました。

   結婚式もコロナ禍で出来ない時期なので可哀そうです。これでニコニコ達成です。

村上　義孝　会員 高 3の次男が出場した軟式高校野球の関東大会は、優勝した作新学院に準決勝で惜しくも敗北。

   ベスト 4でした。夏の大会でリベンジしてほしいです！

古本　朝彦　会員 ニコニコの目標金額を 24000 円と勘違いしてました。どちらにしても、とどいてないので残り 1ヶ月で頑張ります。

塚越　俊祐　会員 早くワクチンを打って普通の生活にもどりたいよ～。

齊藤　修一　会員 浦里会長、木村幹事、一年間お疲れ様でした。また、結婚 32 回目の食事券ありがとうございました。

井田　充夫　会員 先日の池田ガバナーの地区大会（5/23）2 年ぶりで参加できて良かったです。新井次期ガバナー頑張っているようです。

大野　治夫　会員 木村いいね。ホールインワン俺はこれから先チャンスが少なくなって出来ないで終わってしまうかもね。

沖山　哲夫　会員 気が付けば、入会してまもなく 2年になります。今後ともよろしくお願いします。

大野　治夫　会員 エレクト事務所クラブ協力金ありがとうございます。大事に使います。

八友　明彦　会員
大里　喜彦　会員 これで川に達成ですよ

五十嵐　徹　会員 今日から結婚15年目突入です。木村幹事ホールインワンおめでとうございます。同じ組でいいもの見せて頂きました。

下村　　正　会員 ガバナーエレクト事務所の協力金ご承認ありがとうございます。精一杯使わさせていただきます。

鬼沢　一彦　会員 浦里会長、木村幹事おつかれさまです。ラスト 1ヶ月どうか悔いのないようスパートです！

広瀬　貴之　会員 浦里会長、木村幹事ラスト理事会お疲れ様でした。残すところあと1ヶ月。「レッツトライワンチームで！」

   最後まで突っ走りましょう！木村さんみそぎではないお祝いコンペ楽しみです。

石渡　琢磨　会員 最近また仕事が楽しくなってきました。

菅原　　俊　会員 浦里会長、木村幹事あと 27 日ですね。「レッツトライワンチームで！」

高野　勝憲　会員 浦里年度最終理事会おつかれさまでした。ありがとうございました。木村幹事おめでとうございます。

鈴木　昌実　会員 ニコニコ目標クリアー　これからは加算？ですね。ようやくニコニコできます。

   浦里年度もあと 1ヶ月がんばりますー

吉岡　隆久　会員 最近、四十肩になってしまいました。コロナ禍で、毎日長距離の自動車通勤をしているのが原因のようです。

   一時は背広を羽織るにも苦労していましたが、治療によりだいぶ動くようにないました。

   完治まであと少しがんばって行きたいと思います。

増山　　栄　会員 浦里課会長、木村幹事いよいよ最終月となりました。大変お疲れ様でした。後 1ヶ月間頑張って下さい。

   とてもいい会長、幹事コンビでした。

大堀　健二　会員 結婚記念ありがとうございます。仲良くすごしたいとおもいます。

中野　　勝　会員 第 2回事前理事会無事終了。いよいよ始まってしまいます。気が重いです。

ロータリー特別月間　6月：ロータリー親睦活動月間ロータリー特別月間　6月：ロータリー親睦活動月間



TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I.TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I.
It is the 35th year since 1986It is the 35th year since 1986

2020-21 浦里年度　『レッツトライ！　ワンチームで』2020-21 浦里年度　『レッツトライ！　ワンチームで』

会報　VOL.30

ロータリー特別月間　6月：ロータリー親睦活動月間ロータリー特別月間　6月：ロータリー親睦活動月間

会員誕生日
塚田　陽威会員 1 日
布川　　博会員 2 日
塙　　　徹会員 2 日
伊藤　麻夫会員 10 日
飯泉　智弥会員 23 日
東郷　治久会員 24 日
小河原公男会員 24 日

奥様誕生日
増山　美紀子様 3 日
下村　宏子　様 13 日
沖山　素子　様 14 日
小林　香奈　様 17 日
上野　いゆ子様 20 日
野堀　紗羅　様 23 日
村上　美保　様 26 日
中山　敬子　様 27 日

ご結婚祝い
五十嵐　徹・綾子　夫妻 2 日
吉岡　昭文・鞠子　夫妻 4 日
鈴木　一雄・陽子　夫妻 4 日
齊藤　修一・理恵　夫妻 10 日
大堀　健二・優子　夫妻 12 日
長瀨　行弘・恵子　夫妻 17 日
木沢　藤房・ひろみ夫妻 19 日
大里　喜彦・裕子　夫妻 28 日　

6月度　会員・奥様誕生日・ご結婚祝い

地区大会　オンラインで開催

５月 23日にノバホールにて地区大会が開催されました。コロナ禍
ということもあり、会場は会長・幹事・ガバナーノミニー・地区役員のみの参
加となり、会員はオンラインでの参加となりました。　会場ではつくば学園
RACの吉川くんも募金活動をがんばっていました・



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

It is the 35th year since 1986It is the 35th year since 1986
2020-21 浦里年度　『レッツトライ　ワンチームで』2020-21 浦里年度　『レッツトライ　ワンチームで』

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

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

90 64 26 0 4 0 74.44%

会報　VOL.30

06 月 10 日　12：30～ 13：30 例会（オンライン併用）各委員会委員長事業実績報告
06月 17日　12：30～ 13：30 例会（オンライン併用）各委員会委員長事業実績報告
06月 24日　12：30～ 13：30 例会（オンライン併用）第 6分区ガバナー補佐訪問　会長・幹事退任の挨拶
    ※ 6 月ニコニコ大賞、年間ニコニコ大賞
07月 01日　11：00～ 12：00  理事会　21-22 年度役員・理事、プログラム委員長、親睦活動委員長
07月 01日　12：30～ 13：30 例会（オンライン併用）　会長・幹事就任の挨拶　各委員会事業計画発表　
    ※会員・奥様誕生・結婚記念祝
07月 08日　19：00～ 21：00 移動例会　「直前会長・幹事慰労会」　会場：トラットリア エ ピッツェリア アミーチ
    送迎バス：ホテルグランド東雲　第 3駐車場　18：30集合・出発　
07月 15日　12：30～ 13：30 例会（オンライン併用）　各委員会委員長事業計画発表
07月 22日　　 休会  定款細則第 6条第 1節により
07月 29日　12：30～ 13：30 例会（オンライン併用）　第 6分区ガバナー補佐表敬訪問　各委員会委員長事業計画発表

〒 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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