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小河原

公男委員長

昨年度に引き続き会計の担当してます。よろしくお願いします。
前年度の決算についてご報告いたしたいと思います。昨年度は最終
内容四半期 4 月 5 月 6 月コロナの影響がかなり大きくクラブ活動の方
に出まして結構特殊な決済になったかと思います。
地区大会中止の半額返戻金の一部を筑波大学の支援金として支出と
しました。
奉仕活動費となるニコニコボックスは、一人 3 万円という事でご協
力いただいていますが、残念ながらグラブ活動自粛期間もあり目標達
成できずでした。ありがとうございました。

大里直々会長

監査報告

しっかりと会計監査をさせていただき、その内容については適切の
もと判断致しました。

浦里会長

2020-21 年度予算

今年度の予算は、予算立てをした時期が、コロナウイルスの影響で
クラブ活動自粛の先が見通せないような時期でしたので、ロータリー
の活動はまだ不透明な状態でした。そこで大里年度、皆葉年度の予算
を踏襲して立案をした予算案で上程しました。例年通りの予算を予定
しています。コロナウイルスの第二波拡大が非常に心配していますが、
コロナウイルス対策を十分にして例年通りのロータリー活動を行きた
いと考えています。

ロータリー特別月間

8 月：会員増強及び拡大月間

他
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広瀬親睦委員長

浦里年度納涼会
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御礼

先日は懇親例会の浦里年度納涼会に多くの方々にご参加いただきましてあり
がとうございました。また当初予定してた 57 名を上回る会員の皆様、ご家族
のみなさまに来ていただき、70 名近い参加者がありました。イベントの射的、
輪投げや、その景品としてのうなぎ、レストランの料理を楽しんでいただきま
した。夏の例会はストレス発散例会ということで企画させていただきましたが、
来月 9 月 10 日には、コロナウイルスを免疫力でやっつけようということで、
食で免疫力をアップという例会を企画させていただきました。是非とも皆様方
に参加していただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

高野会員

浦里年度納涼会

御礼

皆様、先日は 22 日つくば学園ロータリークラブ の納涼会ということで親睦
委員会の方々にご支援いただきましてレストラン「ラ・ポルタ」のご利用あり
がとうございました。広瀬委員長の最高の段取りの中で、本来 8 時までしか音
楽の演奏が駄目なんのですが、8 時を少し超えたり、音をレストラン側に向け
ていたところ少しだけ客室の方からご意見をいただいたぐらい会員の皆様にご
好評をいただいたということで、コロナウイルスの渦中の中で、皆さんに知っ
ていただいてお使いいただけるような機会があり、当日は 8 時頃に「２０２０
コロナ復興つくば花火大会」が行われ、座って観る事はできませんでしたが、少し移動したところから花火がきれいに打ち上がっ
り、素晴らしい光景も観る事ができました。ありがとうございました。

飯泉青少年奉仕委員長

つくば学園ロータアクトクラブ活動報告

昨日ローターアクトクラブの 8 月例会にホテル日航 3 のビアガーデンで浦里
会長、木村幹事、吉岡副委員長の四人で出席してきました。現在、会員数 11 名
のつくば学園ロータアクトクラブで、その中で 8 名が参加して楽しくロータリー
クラブ とロータアクトクラブの親睦会になりました。9 月にも２回例会を開催
する予定となっています。
▶ 9 月 14 日

つくばカピオ

18:10 〜

ボードゲームをやるという企画です

▶ 9 月 25 日

会場未定

18:10 〜

読書をすすめる企画

25 日は松本清張賞受賞した千葉ともこ様にも参加いただく予定で書く方の人
の気持ちを聞くということも企画しています。
ご興味のある方は事務局まで連絡ください。ローターアクトの活動報告でし
た。

ロータリー特別月間

8 月：会員増強及び拡大月間
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2020 コロナ復興つくば花火大会実行委員会

市村実行委員長
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御礼

8 月 22 日納涼会が行われた日当クラブ例会には参加できなかったのですが、この：
つくば学園 RC 会員の広瀬貴之会員、五十嵐徹会員久保田康隆会員を含むメンバーに
実行委員会を作り、8 月 22 日につくば市内の 11 か所で花火 2000 発を無事打ち上
げることができて、大成功をここに御報告と御礼を申し上げます。誠にありがとうご
ざいました。つくば学園 RC からも協賛をいただいて、8 月 22 日当日の折込みチラ
シに名前を入れました。またその他各個人の方からも沢山のご協賛いただいたこと誠
に重ねてお礼申し上げます。ありがとうございました。つくば市からもご協賛をいた
だき、御礼や感謝のお言葉いただいたということで、中にはおこさまから手紙もいた
だきまして我々メンバーとしても 1 ヶ月半くらいの短い期間の中で素晴らしい活動
ができたのではないかと、花火が打ち上がったときは、みんなで感動して最後は少し涙をポ
ロポロしながらですね終わりました。コロナウイルスの渦中状況で、このような事が出来た
事、このような機会がありましたら、皆様のお力をお借りしてまた何か考えることができた
らと思っております本当にありがとうございました

ニコニコ BOX
高野

勝憲会員

先日の納涼会、ご利用ありがとうございました。広瀬実行委員長、他担当委員会の方々お疲れ様でした。また、
花火の実行委員会の方々もお疲れ様でした。ありがとうございました。9 月 4 日ベストランドゴルフコンペ参加
の皆様、宜しくお願いします。

鈴木

昌実会員

広瀬親睦委員長及び委員会のみなさま、楽しい例会ありがとうございました。

塙

徹

暑さもそろそろ一段落してもらいたい体力の限界が近づいているこの頃です

猪瀬

博

会員
会員

土曜日はベストラウンドにてお世話になりました。井田さん、遅くまで付き合ってくださってありがとうござい
ました。

浦里

浩司会員

今期予算案のご承認を頂きありがとうございます。コロナの第二波が拡大しておりますが、会員各位十分にお気
をつけていただき、ロータリー活動を継続して行けるように頑張っていきましょう！

増山

栄

会員

令和二年度の国土交通大臣表彰を受賞授与しましたが、コロナの影響で 2 ヶ月経っても授賞式が行われず、表彰
状をも届いていません。お祝いはいただいたままで困っていますが・・・

木村

英博会員

本日は 2019-20 皆葉年度決算と 2020-21 浦里年度予算のご承認ありがとうございます。レッツトライ！・ワン
チームで 1 年間よろしくお願い申し上げます。

長瀨

行弘会員

用水路の水が空っぽになりましたまもなく稲刈りですね今年のお米の出来はどうでしょう？

皆葉

真治会員

いつもの年なら今頃はまつりつくばの準備で大忙しです。今年はちょっと寂しいですね。30 日 14 時から「
リモート大道芸フェスティバル」を行います。「リモートアートタウン」で検索！！

村上

義孝会員

8 月も終わりですね残暑厳しいですが皆様お体ご自愛ください。

広瀬

貴之会員

先日の 8 月例会には多くの方々に参加して頂きましてありがとうございました。射的の景品として用意したうな
ぎの蒲焼ですが、余ったら持って帰ろうと思いを多めに発注しましたが、おかげさまで完売でした。ありがとう
ございました。

中田

勝也会員

総会盛会おめでとうございます。先日初めて海釣りをやりました。魚の体が想像以上に硬くて驚きました。広瀬
君が生き生きしてました。今度は鯛かマグロかのどぐろに行くそうです。楽しみです。

ロータリー特別月間

8 月：会員増強及び拡大月間
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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

86

59

27

1

3

0

71.08 %

プログラム予告
09 月 03 日 11：00 〜 12：00

第３回理事会

09 月 03 日 12：30 〜 13：30

例会

会長挨拶

20-21 年度役員・理事、プログラム委員長、親睦活動委員長
新会員卓話

09 月 10 日 19：00 〜 21：00

移動例会

09 月 17 日 12：30 〜 13：30

例会

招待卓話

講師

流通経済大学

例会

会員卓話

09 月 24 日 12：30 〜 13：30

親睦夜例会

会員奥様誕生・結婚記念祝い、8 月ニコニコ大賞

会場「つくば山水亭」「コロナバリアプロジェクト第 1 弾 !!」

演題「多様性を生かすリーダーシップについての考え方」
スポーツ健康学科

スポーツコミュニケーション学科教授

演題「コロナ関連融資について」 講師

会員

三木ひろみ様

小河原公男様

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

