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つくば OAK ライオンズクラブ合同例会
会長挨拶

中野

勝

会長

皆様改めまして、つくば学園ロータリークラブ 36 代目の会長を務めてい
ます。中野です。どうぞよろしくお願いします。つくば OAKLC には、先日
の 15 周年記念式典にお招きいただき誠にありがとうございました。それから
つくば学園 RC の皆さんには、地区大会にご参加ご協力大変ありがとうござい
ました。この合同例会も 3 年ぶりになりますが、私たちのクラブはコロナの影
響をモロに受けましてですね。昨年の 8 月 9 月と今年に入って、1 月から 3 月
までが全て休会ということで、全ての活動が一時全停止してしまいました。そ
んな中、昨年 10 月に埼玉の幸手 RC が我々の筑波災害支援協定を知ることとなり、是非教えてほしいということでつくば学園
RC に来られて、我々の話を聞いていただきました。こういう取り組みが広く知れ渡ったことに、すごく誇らしく思っていま
す。つくば学園 RC から来年度、
ガバナーとして大野

治夫会員を輩出することになりました。これも大変誇らしいことでして、

皆さんに応援していただければと思っています。
今晩は久しぶりなので、ぜひ楽しい交流になればと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。

つくば OAK ライオンズクラブ

櫻井

勝昌会長挨拶

本年度つくば OAKLC 第 15 代目会長の櫻井勝昌正です。どうぞよろしくお願
いします。先ず、当クラブの 15 周年式典には、中野会長、中田幹事とお二人で
お越しいただき、本当にありがとうございました。お陰様をもちまして、無事
に式典も終わり少し肩の荷が下りたところです。この合同例会もコロナで 3 年
ぶりに開催されました。恐らく思い起すと 6 年前の 10 代目塚越会長、大野会長
の時代に第 1 回を開催し、お花見時期も終わる頃でしたが、素晴らしい桜を見
ることができた記憶が鮮明にあります。3 年ぶりのつくば学園 RC の皆様とこう
して一緒に例会ができることをクラブを代表して、厚く御礼を申し上げます。
今年の私のスローガンとして「共存共栄」ということで活動してきました。
3 年ぶりの例会ですが、今後もロータリークラブ、ライオンズクラブの垣根
を越えたお付き合いをして、共に末永く栄えることを祈念して、私の挨拶をか
えさせていただきます。本日はよろしくお願いいたします。

ロータリー特別月間

5 月：青少年奉仕月間
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乾杯挨拶 つくば学園ロータリークラブ
浦里 浩司直前会長
酒屋のオヤジは日本酒での乾杯しかできません。わがままを言って日本酒
つくば市の乾杯条例の制定されましたので、今後乾杯はつくばのお酒の方を
よろしくお願い致します。本日は 3 年ぶりのライオンズクラブとロータリー
クラブの合同例会、前年度 35 代会長でしたが何もできずに終わってしまいま
した。本日はライオンズクラブ、ロータリークラブの垣根を越えて楽しく過
ごしください。各クラブの弥栄を記念して、声高らかに乾杯したいと思いま
す。

つくば OAK ライオンズクラブ
塚越 和之様 お祝いの言葉
このつくば学園 RC とつくば OAKLC の合同例会の第 1 回目に例会でつくば学
園 RC は大野

治夫会長、そしてつくば OAKLC は私、塚本

いました。その大野

和之が会長を務めて

治夫さんが今年度はガバナーエレクト、来年度が茨城県のトッ

プのガバナーになります。私は何もできませんが、少し気持ちをお渡しします。

「ガバナー頑張ってください！」

つくば学園ロータリークラブ
大堀 健二会長エレクト 閉会挨拶
来年より第３７代つくば学園 RC を務めます。災害支援協定を策定し、定期的に
このような会が無いといけないとおもいました。

ロータリー特別月間

5 月：青少年奉仕月間
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３クラブ合同例会
つくば学園ロータリークラブ

つくばシティロータリークラブ

つくばサンライズロータリークラブ

会長挨拶

つくば学園 RC

中野

勝会長

本日の地区大会で登壇いただき、今回は久しぶりの開催でしたので、主催をつ
くば学園で開催させていただきました。今までできなかった分を全て懇親会例会で
開催したいと思っています。本日は楽しいひとときを過ごしたいと思います。よろ
しくお願いします・

会長挨拶

つくばシティ RC

七野

悟会長

本日は親睦例会開催、少しずつ日常が戻ってきたかと思っています。3 月より徐々
に例会を開催してきています。本来はマスクを外して会食ができるようになれるこ
とを期待しています。

会長挨拶

つくばサンライズ RC

宮田

夏江会長

当クラブが例会がオンライン開催で、例会が止まることはなかったのですが、
問題は人手不足で、地区大会でわからないことがあり、大野

治夫ガバナーエレク

トに聞いたところ、とても優しく対応していただきありがとうございました。本日
もよろしくお願いいたします。

ガバナーエレクト挨拶

大野

治夫ガバナーエレクト

いよいよあと 40 日でガバナー年度が始まります。みなさまのご協力が無いと上手
く回りません。ご協力よろしくお願いします。本当に自分の時間がなくなってきまし
た。ほぼほぼロータリー活動となっています。楽しい思いもしていますが、大変な思
いもしています。皆様の協力が本当に必要です。ご協力よろしくお願いします。

ガバナー補佐挨拶

雨宮

淳ガバナー補佐

あと 40 日で私の任期が終わります。あとは各クラブに挨拶に回ります。
中村ガバナー補佐エレクトと新しい形の補佐を模索して参ります。
よろしくお願いします。

ロータリー特別月間

5 月：青少年奉仕月間
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職場訪問・野球観戦

会長挨拶

中野

勝会長

本日は都合により職場訪問は無くなり、靖国神社参拝と野球観戦に変更に
なりましたが、このように皆様とたのしいひとときを過ごすことができて嬉し
く思います。本日もどうぞ楽しい例会になりますよう、よろしくお願いします。

地区大会

ロータリー特別月間

4 月：母子の健康月間
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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

プログラム予告
06 月 02 日
06 月 02 日
06 月 02 日
06 月 09 日
06 月 16 日
06 月 23 日
06 月 30 日

11：00
12：30
18：30
12：30
19：00
12：30
12：30

〜
〜
〜
〜
〜
〜
〜

12：00
13：30
19：00
13：30
20：00
13：30
13：30

第 2 回（事前）理事会 22-23 年度役員・理事、プログラム委員長、親睦活動委員長
例会（オンライン併用） 会長挨拶 第 6 分区ガバナー補佐表敬訪問（新旧）理事 事業報告発表
中野年度 第 12 回理事会 21-22 役員・理事、プログラム委員長、親睦活動委員長
例会（オンライン併用） 各委員会事業報告発表
移動例会 親睦夜例会 会場：ラ ポルタ（ホテルベストランド）
例会（オンライン併用） 各委員会委員長事業報告発表
例会（オンライン併用） 会長・幹事退任の挨拶 各委員会委員長事業報告発表 ＊ 6 月ﾆｺﾆｺ大賞

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
国際ロータリー会長

シェカール・メータ

Ｒ I テーマ

https://www.rotary.org/ja

http://www.kyoto-yamashiro-rc.com/
第２８２０地区

国際ロータリー第 2820 地区
地区スローガン

第 30 代ガバナー新井和雄

“ 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
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 『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

