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会長年頭挨拶　中野　勝　会長
あけましておめでとうございます。
会長職も半分が過ぎて、後半がスタートします。これまでの皆さんの御協

力に感謝し引き続きよろしくお願いいたします。
今季のクラブの大きな目標として会員増強があります。期首 7月に 88 名

でスタートしまして、12 月 31 日現在、残念ながら 87 名となってしまいしま
いました。地区内では、まだまだ有数のクラブですが、引き続き皆さん会員の
御紹介をよろしくお願いいたします。さて、本年は大野　治夫ガバナーエレ
クトが本格的に活動を開始いたします。大野　治夫ガバナーエレクト主催の 3
大セミナー・研修会があります。
また、4月になると会長エレクト研修の地区研修協議会があります。クラブとして全面的に協力していきたいと思いますの

で、皆様、ご協力をお願いします。また、大野　治夫ガバナーエレクトの活動となる関係ないんですけれども、第 6分区ゴル
フがあります。これはガバナー補佐排出のロータリークラブが主催するところなんでが、全面的につくば学園に仕切ってくれ
と連絡があり、4月に開催予定をしています。そちらの方もご協力よろしくお願いいたします。
本年は、このようにたくさん予定が入っているんですけれども、報道にありますように、この間も感染が急増しております。

引き続き、皆さんには感染防止対策をしていただきまして、本年が皆様にとってよい年となりますようお祈りして挨拶とさせ
ていただきます。

会報　VOL. 16

2022 年 1月 6日

会長年頭挨拶／幹事報告／年男　新年の豊富／ニコニコ BOX　他

幹事報告　中田　勝也　幹事
2 月例会の件
ロータリーの森創生事業決算の件
クリスマスパーティー決算の件
大野ガバナーエレクト事務所へ支援金の件
年賀状授受の件
茨城いのちの電話、御礼の連絡の件
ロータリーワールドゴルフ大会の件
地区チーム研修セミナーの協力の件
地区研修協議会協力の件

ロータリー特別月間　1月：職業奉仕月間ロータリー特別月間　1月：職業奉仕月間
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昭和２５年生　上野　修会員
あけましておめでとうござます。
6回目の年男となり、70 代になりました。昨年は篠田守男氏と本を出版するこ

ととなり、今年の 4月からは非常勤講師として働く事となりました。災害支援論　
90 分 2 コマの 16 授業を後期に行います。
70 代は面白いスタートが切れる常に新しい学びができると思います。まだまだ

ロータリーは頑張っていきます。本人が辞めると言わないと続けることができる団
体です。みなさまと一緒に長くロータリー活動ができること嬉しく思っています。
今年もよろしくお願いします。

ロータリー特別月間　1月：職業奉仕月間ロータリー特別月間　1月：職業奉仕月間

昭和２５年生　野澤　俊夫会員
あけましておめでとうございます。私も 6回目の年男となりました。今日本の

男性の平均寿命が 81 歳で世界で 2番目の長寿です。それは余裕で超えたいと思い
ます。これからの 12 年間を健康的にも体力的にも仕事、生活も維持をしていきた
いと思います。次回は９４ですが、いままでと変わらず壇上で元気に挨拶をさせて
頂く事を目標に頑張っていきますので、みなさまどうぞよろしくお願い致します。

昭和３７年生　荒　正仁会員
おめでとうございます。いろいろ言われてしまって 60 になることは一つの節目

だとおもい、このまま枯れるのは嫌なので、新たな挑戦の年とさせていただきます。
ありがとうございました。

昭和３７年生　大堀　健二会員
あけましておめでとうございます。60 歳というと年寄りというイメージでした

が全然そうでもないなと思いました。私の父が亡くなったのは 92 歳、まだまだ 3/2
に達していないので、年齢は親父を超えていきたいを思います。
昨年はゴルフで 90 をたたき出し、このまま 90 台で終わるかと思ったら 100 を

たたき、ふさぎ込んでいたら、88 を出してとてもうれしく思いました。次年度の会
員数は 88 より増やして 90 を目標に頑張っていきたいと思います。
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昭和３７年生　鈴木　一雄会員
新年あけましておめでとうございます。還暦を迎え、怒られないように注意し

て頑張っていきます

昭和３７年生　鈴木　一雄会員
６0才になって愕然としています。やはり健康に注意し、親父が 90、母親が 86、

嫁も 60 家族みんなで健康でいられるようにします。2日に筑波山で初日の出を見て
きました。今年も精一杯頑張ってまいりますのでよろしくお願いします。

昭和４９年生　飯泉　智弥会員
あけましておめでとうございます。
ロータリーに参加して妻が社長をしていますが、48 歳になりますが、新しい事

がなかなか入っていかないなと感じています。また飲食も 2年すごく大変な時期で
した。筑波ジュニアオーケストラもなかなか活動できませんが、定期演奏会も開催
できるように準備しています。また、ロータリーも再来年度幹事をしていきますの
でどうぞよろしくお願いします。

昭和４９年生　石渡　琢磨会員
おめでとうございます。抱負はやれることはやろう、思いついたことは実践し、

後悔のない 1年にしたいと
思います。また健康に注意していきたいと思います。今年も頑張りますのでよ

ろしくお願いします。

昭和４９年生　広瀬　貴之会員
おめでとうございます。寅年とはサービス精神旺盛で、トラブルが多く、感情的になりやすく、まさしく私自身だなと思

いますが、小さなミスにとらわれず目標に向かい、虎視眈々と果敢にトライしていきたいと思いますのでよろしくお願いし
ます。
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ニコニコBOX
馬場　清康　会員 奥様誕生日の花ありがとうございます。RCからとバレてしまいますので
   自分が送ったことにはできませんが、冬の花は長持ちするのでいいですね

北島　睦男　会員 誕生祝いをありがとうございます。年男の抱負のお話がありましたが、抱負
   を語れる皆様がうらやましい限りです。私はすでに 6回目、72歳が過ぎて
   次 7 回目は 84歳です。豊富が遺言にならぬように健康に留意したいと思います。

上野　　修　会員 あけましておめでとうございます。私も 6回目の年男です。元気でがんばります。

高田　稔美　会員 本年もよろしくお願いします。正月休み 4キロ増量しました。

木村　英博　会員 新年あけましておめでとうございます。中野年度も残り半分んです。今年も
   よろしくお願い申し上げます。結婚記念日祝いありがとうございます。毎年
   忘れなくてほんとに助かります♡

中野　　勝　会員 あけましておめでとうございます。後半戦に入りました。よろしくお願いします。

前島　正基　会員 あけましておめでとうございます。新しい時代の幕開けの予感がしておりま
   す。本年もよろしくお願い申し上げます。

浦里　浩司　会員 あけましておめでとうございます。新年早々にニコニコの催促が届きました
   ので納付いたします。もう少し納付していたつもりなんですがねぇ ( 笑）

中田　勝也　会員 新年あけましておめでとうございます。今年も皆様に取り素晴らしい年と
   なりますことを中野年度も後半戦途中です。皆の力を地域のために !
   よろしくお願いします

村上　義孝　会員 あけましておめでとうございます!今年は年男なので良い年になりますようがんばります!

飯泉　智弥　会員 あけましておめでとうございます。今年は良い年にしたいです。

広瀬　貴之　会員 新年あけましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願い申し上げます。
   今年は寅年の年男、過去の失敗やミスにいつまでもとらわれず笑ガオーで前向きに
   トライしますよろしくお願いします

久保田康隆　会員 あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いします。昨年の誕生日のお祝
   い本日いただきました。ありがとうございます。今年はなるべく出席します ( 汗

鈴木　一雄　会員 今年は寅年の年男です。大虎にならぬよう気をつけます。

野澤　俊夫　会員 新年おめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします

荒　　正仁　会員 昨年秋に自宅リフォームしました。やっと床暖房入れて正月は床に転がって
   ぬくぬくしてました。当然浦里さんの酒飲んでいました。ちょっと飲み過ぎ

猪瀬　　博　会員 中野会長、皆様今年もよろしくお願いします。

逆井甚一郎　会員 本年もよろしくお願いします。
角川　僚一　会員 新年おめでとうございます今年もよろしくお願いいたします

大堀　健二　会員 本年皆様にお世話になります。ご協力をお願いします

中山　正巳　会員 あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。正月はゆっくり
   とした時間を過ごすことができました。おかげさまで胴回りの拡大に成功しております

八友　明彦　会員 営業停止にて久しぶりの参加となります。いろいろとご心配をかけして申し訳ありませ
   んでした。
猪野　研一　会員 今年もよろしくお願いします

沖山　哲夫　会員 あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願い申し上げます。



つくば学園ロータリークラブ『みんなの力を地域のために！』
〒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

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

国際ロータリー第 2820 地区　第 30代ガバナー新井和雄国際ロータリー第 2820 地区　第 30代ガバナー新井和雄
地区スローガン地区スローガン

“ ＳＥＲＶＥ ＴＯ ＣＨＡＮＧＥ ＬＩＶＥＳ ”
奉仕しよう みんなの人生を豊にするため

https://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

国際ロータリー会長　シェカール・メータ　Ｒ I テーマ　 第２８２０地区
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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 62(3) 26 1 4 2 76.19%
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01 月 06 日　11：00　～　12：00  理事会　21-22 年度理事役員、プロブラム委員長、親睦活動委員長
01月 06日　12：30　～　13：30　　 例会（オンライン併用）会長年頭の挨拶　年男の抱負（寅年）
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