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例会報告

会長挨拶　中野　勝　会長
本日は雨宮淳ガバナー補佐、つくばサンライズRC中山ゆりか幹事、中村

浩美ガバナー補佐エレクト、山本進 6分区セクレタリー、ご来訪ありがとう
ございます。私の年度もいよいよ 1ヶ月になりました。
コロナは大分落ち着いてきしたが、私の年度を振り返えると、コロナ感染

拡大する中で始まり、、コロナが縮小する時に終わるという何ともめぐり合わ
せの悪い期間だったなと思っています。6月は親睦活動月間だそうです。知ら
なかったのですが、我々は期せずして先月に親睦活動月間に結果になったと
思っています。最後の月ということで腰を据えまして何とか無事終われるよ
うやっていきたいと思っておりますので、皆様、どうぞ御協力よろしくお願いいたします。
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2022 年 6月 2日

会長挨拶／幹事報告／雨宮淳ガバナー補佐挨拶／中村浩美ガバナー補佐エレクト挨拶
各委員長　事業報告／ニコニコ大賞・会員　奥様誕生祝いご結婚お祝い　他

幹事報告　高田　稔美　幹事エレクト

第 2回の事前理事会のご報告をさせていただきます。
 2022 － 23 年度の予算の件
 委員会組織の件
 ７月プログラムの件
 直前会長幹事慰労会の件
 豊里中学校のフォーラムの件
 その他
  名刺デザインの件
  中野年度の最終理事会の件

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　大堀　健二委員長
今年度 3名入会、退会 4名、1名減、力不足でした。来年はしっかり頑張っていきます

ガバナー補佐挨拶　雨宮　淳ガバナー補佐
私の任期も残り１ヶ月切りました。6分区内の各クラブは例会は全体の半

分もできなかったのではないかと思います。その中で地区のすべての事業が
開催できたのはよかったと思います。これもつくば学園RCのご協力をいた
だいたおかげだと思います。ありがとうございます。また次年度の 6分区の
ガバナー補佐を紹介します。10 月に地区大会があるので、それまでに合わせ
て動かなくてはいけないので大変だと思いますが、頑張ってきただきたいと
思います。

ガバナー補佐エレクト挨拶
中村浩美ガバナー補佐エレクト
つくば学園RCのみなさんこんにちは、7月になってから挨拶に伺う予定

でしたが、10 月に地区大会がありますので、今回挨拶に上がりました。2008
年に石岡 RC入会、趣味はゴルフ、大野ガバナーとは楽しい 1年になるかと
思います。ガバナー補佐の役割は地区と分区、各クラブの調整役かと思いま
す、一人一人が想像力をもって奉仕する、7つの具体的目標、大堀会長・高
田幹事のご協力をいただきながら活動していきたいと思います。次年度の
テーマは「ロータリー活動をエンジョイしよう」としました。みなさまのご
協力よろしくお願いします。

会計委員会　佐久間　弘一委員長
会計につきましては予定していた事業の中止、縮小があり、来年は活発な活動を再開

していきたいと思います。

ロータリー財団委員会　下村　正委員長
今年は寄付は全額頂きました。合わせて保延パストガバナーに財団の卓話を戴きまし

た。中野会長にポールハリスフェローの寄付ありがとうございます。大野ガバナーエレ
クトにはポールハリスソサエティの入会ありがとうございました。

出席委員会　野澤　俊夫委員長
ｺロナ過の例会出席率７５％でしたが５６％　出席を積極的に求めることができませ

んでした。無断欠席も０に至りませんでした。LINE、FAX、SNS の連絡は効果があっ
たと思います。ＺＯＯＭの有効活用も有効でした。

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

各委員会事業報告
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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
伊藤　麻夫会員 10 日
飯泉　智弥会員 23 日
東郷　治久会員 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

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
佐久間弘一・仁美　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

ニコニコBOX大賞
1月分   4 月分
鈴木一雄会員　浦里浩司会員 今川武彦会員　菅原　淳会員　
前島正基会員　上野　修会員 野澤俊夫会員　齊藤修一会員

会場監督（SAA）委員会　広瀬　貴之委員長
例会の運営　会員のみなさまに楽しんで頂ける部分も多くあり、また森下げる部分も

多々あり、臨機応変の対応ができていなかったと思います。プログラム委員会、事務局
との綿密な連携が取れていなかったと思います。来賓紹介等に関しては親睦委員会、事
務局との連絡で問題なかったと思いますが、名前の読み間違えが発生するなどの失態を
犯しています。
例会の時間配分がうまくいかず、ニコニコボックスを読み上げることが出来ないときもありました
ＳＡＡメンバーとの懇親を図る事はうまくいきませんでしたが、ＳＮＳを利用した役割分担などはうまくいったと思います。

奨学金授与
米山記念奨学生
ファンデル　スヘール　マイ様
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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

ニコニコBOX

中山　正巳　会員 中野会長、中田幹事もう少しですね。もう一回やっていいんだよ。コロナ禍の例会
   休みの分だけでも
木村　英博　会員 本日でニコニコボックス目標達成。中野会長ラストの月です。
   全力でご協力いたしてます。中田幹事もラストスパート！
猪野　研一　会員 国税職員の給付金詐欺事件のニュースを見てさらに税金払いたくなくなりました。
   残念なことです。
八友　明彦　会員 先日は当社のトライエラボの見学会がコロナウィルスの蔓延にて開催できず、
   東京ドーム観戦のみとなり楽しみにされていた方には申し訳ありませんでした。
齊藤　修一　会員 結婚記念日の食事券ありがとうございました。今年は家族で使ってみます
沖山　哲夫　会員 先日のプロ野球巨人戦観戦ではとても楽しませていただきました。
   熱く盛り上がりました。
平島　泰裕　会員 結婚記念日のお祝いありがとうございます。楽しんできたいと思います。
菅原　　俊　会員 職場訪問、皆様お疲れ様でした。ホームランも見れましたので幸せなひとときでした。
   八友　明彦さん、ありがとうございました。
佐久間弘一　会員 結婚記念日のお祝いありがとうございました。
中野　　勝　会員 雨宮様、中村様ご来訪ありがとうございます。いよいよあと 1ヵ月ですラストスパート
   がんばります！
大堀　健二　会員 中村ガバナー補佐 1年間お世話になります。
鈴木　昌実　会員 中野会長と 1ヵ月頑張ってください
飯泉　智弥　会員 野球観戦ありがとうございました。6月の親睦例会と会長幹事慰労会もよろしくお願い
   します。
下村　　正　会員 ノルマ達成 !
浦里　浩司　会員 ニコニコ完済です ( 笑）先日全国新潟鑑評会の結果が発表になり、今年も金賞受賞いた
   しました。皆様のご支援の賜物です。
高田　稔美　会員 5 月は夜例会ありがとうございました。出禁に気をつけて飲むようにします
大野　治夫　会員 これで 113%です
皆葉　真治　会員 事前理事会お疲れ様でした。いよいよ大堀年度スタートですね !!
加藤　貴史　会員 中野年度ラストの月ですね。がんばってください
広瀬　貴之　会員 残すとこあと 1ヵ月となりました。最後まで気を抜かずがんばります !
今橋　茂樹　会員 入会早々に家内の誕生日お祝いをいただきありがとうございました。
   次回もあれば野球も頑張りたいと思います。
五十嵐　徹　会員 5 月 8日に誕生日を迎え 47歳になりました。プレゼントありがとうございました。
伊藤　麻夫　会員 久しぶりの昼例会の参加です。来年度は出席率を上げていきます !!
村上　義孝　会員 今月からつくば市今鹿島の障害者施設アイホームつくば 3年目に突入しました。
   おかげさまでたくさんのご利用をいただいております !
木沢　藤房　会員 久々の出席となりましたニコニコ目標達成がんばります。
飯田　正行　会員 ノルマにずいぶん足りないです。一応近づくべく !
塚越　俊祐　会員 WITH コロナで明るい未来へ GO
鈴木　一雄　会員 ノルマ達成 !!
高野　勝憲　会員 11 月にオープンした焼肉店で週末のバイトが不足して親父とともに現場に出ています。
   どなたかいたらバイトさん紹介してください。よろしくお願いします。
鈴木冨士雄　会員 5 月 29 日に第二回職業奉仕セミナーが開催されましたが、その際皆様のご協力があり
   まして無事終わらせることができました。本当に感謝いたします。
馬場　清康　会員 中野会長 1年間お疲れ様でした。あと 1ヵ月ですね。コロナ禍で押さえつけられていた
   せいか怒涛の最終 1ヵ月です。
古本　朝彦　会員 先日は野球観戦お疲れ様でした。巨人ファンですが、私が観戦した巨人戦はこれで 6連
   敗です。次こそはと思い何度もドームに行ってますが、巨人のためには私が行かない方
   が良いのかも…ニコニコ完済です。
増山　　栄　会員 妻の誕生祝いありがとうございました。中野会長、中田幹事、残り 1ヵ月体調に気を
   つけ頑張ってください



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

86 63(1) 23 0 6 5 85%
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06 月 09 日　12：30　～　13：30　　 例会（オンライン併用）　各委員会事業報告発表
06月 16日　19：00　～　20：00　　 移動例会　親睦夜例会　会場：ラ ポルタ（ホテルベストランド）
06月 23日　12：30　～　13：30　　 例会（オンライン併用）　各委員会委員長事業報告発表
06月 30日　12：30　～　13：30　　 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
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