
INDEX
例会報告

幹事報告　中田　勝也　幹事

つくば青年会議所様 40 周年のお礼状の件

会報　VOL. 23

2022 年 6月 23日

幹事報告／入会式　アクアリウス合同会社　松本　和之様
茨城県保険総合事務所　川島紀文様　上島忠良様　ご挨拶／各委員会事業報告

／ニコニコ BOX　他

入会式　
アクアリウス合同代表社員　松本　和之様
アクアリウス合同会社の松本　和之と申します。私は 1981 年生まれでし

て、ずっと土浦生まれで暮らし土浦で育ってきました。土浦青年会議所を通し、
さまざまな友人と知り合い、飯泉さんと仲良くさせていただいてお声を掛け
ていただき、つくば学園ロータリークラブに入会しました。
 40 歳で、仕事は家業の方も土浦市で医療法人がありますが、こちらを含

めながらアクアリウス合同会社という新宿の方で簡易旅館の方をさせていた
だいております。
あとは、不動産賃貸の方もしています。まだ勉強不足でもありますが、奉

仕の力を持って職場は東京になりますが、このつくばの方にも、私なりに何
かできることがあれば、たくさんやっていきたいと思いますので、皆さん御
指導御鞭撻よろしくお願いします。

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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（株）茨城総合保険事務所　代表取締役　川島　紀文様　ご挨拶
年齢は 48 歳になりまして、木村先輩の 1級下で、私もアクサ出身です。仕

事は株式会社茨城総合保険で乗り合い保険代理店を営んでいて、もう一つ株式
会社 LOOPS という会社で輸入住宅設計監理施工ということで、副社長が設計士
でやっています。木村さんから許可が出たので、ヘアカラー専門店を 6月 17 日
にひたちのうしく駅西口にオープンさせていただき、そちらの方も今、美容師
さんスタッフさんを入れまして、約8名で1号店をオープンして、これから頑張っ
ていくところであります。
今回、ご縁頂ければ、うちの方の執行役員で、上島を御推薦させていただいて、

皆様の御承認があればお仲間に入れていただき、会社と個人で上島と仲良くし
ていただければと思います。

（株）茨城総合保険事務所　執行役員　上島　忠良様　ご挨拶
こんにちは、御紹介いただきました株式会社茨城総合保険事務所上島忠良と

申します。私は茨城相互保険事務所と株式会社 LOOPS ということで、先ほど弊
社の川島から会社の概要、その事業に関して説明がありましたので割愛し、私
は 47 歳で、今の龍ケ崎市に住んでいます。3月まで大学を出てから 25 年都内の
企業の方に勤めていまして、茨城に地域に還元できないか、もしくは貢献できな
いかという考えの中で、今回、会社を立ち上げるという話を聞き、それであれば、
ぜひ一緒にこの事業を、そして茨城を盛り上げていけたらなという思いで今年
の 4月から頑張っています。まだまだ皆様にいろいろと地域のことも含めて教
示いただきながら、頑張っていきたいと思っていますので、今後とも一つ事業、
個人のこと一つよろしくお願いできればと思います。今後とも御指導御鞭撻のほ
どよろしくお願いいたします。

クラブ管理運営委員会　大里　喜彦委員長
1 年間、コロナ禍にもかかわらず、無事に終了しましたことをご報告いたし

ます。どうもありがとうございました。

プログラム委員会　菅原　俊　委員長
今年もコロナ禍でいろいろ大変でしたが、SAAの皆さん、親睦委員会の皆

さんの連携のもとで例会もできました。催し物も及第点いただけるような催し
物ができたと思います。会場運営にご協力いただきましたホテル日航のスタッ
フの皆様、本当にありがとうございました。

委員会事業報告
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米山記念奨学会委員会　村上　義孝委員長
事業報告といたしましては、2021 年度の米山記念奨学生として、筑波大学大

学院のベトナムから来日しておりました奨学生をお招きしました。一部イベント
が中止になってしまったことは少し残念でした。寄付金につきましても多くのご
支援ありがとうございました。
皆葉カウンセラーには大変お世話になりました。今年度はのさまざまな行事

が、やはり中止になってしまったところが残念かと思います。また、交流につき
ましては、例会での卓話や世界一斉でのロータリー海岸清掃事業、クリスマス例
会などへの参加をすることができ、クラブの皆様といろいろな交流ができたことが彼女にとっても大変良い経験だったのではな
いかと思います。

勧誘・維持・教育・選考委員会　
皆葉　真治委員長
コロナウイルスの関係で活動ができませんでした勧誘は、5月末になりますけ

ど、期首 88 名、現在は 87 名で、1名減で、入会者 3名、退会者 4名です。
維持は例会ができませんでしたので、いい活動ができず、教育もオリエンテー

ションを予定していましたが、実施できませんでした。選考は今まで理事会から
2週間の経過をもって、異議がなければ入会を認めるという選考規定を厳密に守ることで変更になり、こちらがよくできたと思
います。次年度はオリエンテーションをしばらく実施できてませんから、新入会員向けのオリエンテーションをお願いしたいと
思います。

親睦委員会　飯泉　智弥委員長
全部の事業はできなかったのですが、みんなの力を地域のためにを目標に活

動しました。一番初めは会長幹事慰労会、11 月 20 日、ロータリーの森づくりの
協力、クリスマス例会、観桜会、OAKLC合同親睦例会、職場体験・野球観戦、
野球同好会活動、ゴルフ同好会活動の支援もしました。

社会奉仕委員会　瀬戸口　進委員長
事業報告ですが、今年度は 7つ事業を行う予定でしたが、コロナの影響で 5

つの事業が行われました。
ロータリーの森づくり、森の整備を行いました。遊歩道の脇のところに彼岸

花の植樹、遊技場へのウッドチップの施設を行いました。マラソンのエイドステー
ションはつくばマラソン中止により今期は活動できませんでした。最後に社会奉
仕委員会に協力していただき、皆さんに感謝を申し上げて事業報告とさせていただきます。ありがとうございました。

国際奉仕委員会　齊藤　修一副委員長
今川　武彦国際奉仕委員長の変わり報告します。全般的にコロナの影響を受

けて活動ができませんでした。
１. コロナ禍の影響で留学生との交流会が実施できなかった。しかし、森づく

り事業へ協力金を支出した
２. ロータリー奉仕デー茨城海岸美化プロジェクトへの協力金を支出して、当

日は活動に協力することができた。
３. 茨城この指とまれに協力金を支出した
4番目緊急対策に対する援助協力として義援金長崎・佐賀、熱海、ウクライナ人道支援の支出をしました。
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地区青少年奉仕委員長　高田　稔美委員長
オンライン併用で 3月に RYLA委員会活動ができました。学園の皆様に協力

しただき、なんとか成功になりました。アンケートをみても素晴らしい内容をい
ただきました。
次年度は青少年総括委員長をやっていこうかと思います。そして環境保全プ

ロジェクトを開催していきたいと思います。青少年奉仕の活動もいままで 2年、
あまり活動できたきませんでしたが、年次大会やロータアクト地区大会もできる
限りやっていきたいと思ってます。またこちらでも皆さんのお力添えをいただく
ようになるのかなと思ってます。よろしくお願いします。

地区職業奉仕総括委員長　鈴木　冨士雄総括委員長
皆様お世話になり無事に事業を開催のすることができました。第 1回地区職

業方針セミナーは 11 月 23 日、ホテルグランド東雲で「職業奉仕の実践」「奉仕
の理念決議 23 の 34 条」「道徳経済合一説　論語と算盤」
第 2回職業奉仕セミナー 5月 29 日、ホテル日航つくばで「米山梅吉物語」「職

業奉仕から奉仕の理念へ」「時代と共に変わりつつあるロータリー」全てこれが
順調にいったのも、つくば学園RCの皆様の御協力のおかげで、無事に終了する
ことができました。本当にどうもありがとうございました。

研修旅行の報告　ファンデル　スヘール　マイ様
研修旅行を報告します。第 2回地区職業奉仕セミナーに参加させていただき

ました。そこで、講談師の宝井金鶴さんから、米山梅吉さんの生涯についての講
談を聞き、大変勉強になりました。さらに、研修でより理解を深めました。
記念館で残念ながら時間が足りませんでしたが、バスの中でロータリーのビ

デオを見てロータリーの理解を深めることができました。
今年ののRI 会長のテーマはイマジンロータリーです。よく私が一人で何がで

きるのかもだろうと思ってしまいます。しかし、ジェニファージョーンズRI 会
長エレクトは、私達がベストの尽くすには世界と大きな夢をかなえたロータリー
を想像してくださいといっています。そんな言葉から私たちが日々、その世界に変
化をもたらされると知り、それを想像して大きな夢を描くことの重要性を学びました。奨学生を含めた会員がクラブとロータ
リーで教育を大事にするためには、会員が積極的に携わることが必要であると知りました。
例会に出席していますが、鈴木冨士雄カウンセラーの話で、ロータリーの例会はいろんな人との出会いの場です。研修後に

はベトナム、中国、モンゴル、韓国、バングラデシュ、さまざまな国の奨学生の方がいました。その中で、自分とは異なる文化
や価値観を持つ人達と過ごす私さま様の考え方を知るとともに、自身の視野を広めることができました。
個性がある人たちがいいと思うのですが、自分と異なる方達といると異なっている部分より共通してる部分に目がいきまし

た。みんなが輝き、様々な背景を持つ人たちがいる世界で多様性を理解することができたと思います。
目の前にあることだけがよく当たり前と思われてます。例えばは柔道は個人スポーツですが、一人はできません。人生も同

じものだと思って、一人ではできません。私は一人で日本に行きましたが、家族、先生方、友人先輩と後輩たちとロータリアン
の皆様に大変お世話になっています。
皆様のおかげで様々な経験をすることができました。また、いろんな人に私の話を聞いていただく機会をくださったことを

心から感謝しております。育ててくれた両親から学んだ価値観と留学で学べたことを大切に、感謝の気持ちを忘れず、お世話に
なっている方方に返していきたいと思い活動していきます。ありがとうございました。

会報　VOL.23
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ニコニコBOX

飯泉　智弥　会員 思いがけずホテルでゆっくりする時間ができました。元気です。
   これからもよろしくお願いします。

中野　　勝　会員 松本さん入会ありがとうございます。仲間が増えて大変感謝です。
   楽しくやっていきましょう。

北島　睦男　会員 一昨日 6月 21 日でロータリー入会から丸 10 年になりました。現職教員時代の入会は
   不可能でしたので64歳での入会となりました。ロータリーと言うよりロートルでした。 

   いろいろな方々と知り合いになり、たくさんのできことを学びました。因みに会社も
   設立 10 年です。今後もがんばります。

皆葉　真治　会員 次年度中学生と語る会は講師 20組になりましたありがとうございました。

村上　義孝　会員 6 月 11 日から 12日までの一泊二日で米山記念奨学会総括委員長と地区委員で三島市に
   ある米山梅吉記念館へ研修旅行に行ってきました。2年ぶりに開催できてよかったです !

井田　充夫　会員 中野会長、中田幹事 1年間お疲れ様でした。私も地区米山記念奨学会に 7年間お世話に
   なりました。すべての年代のメンバー ( 会員）が楽しい例会が ( 活動）できるよう今後
   共よろしくお願いいたします。

木沢　藤房　会員 いよいよ 1週間で肩の荷が降りますね。お疲れ様でした中野会長、中田幹事 !

吉岡　隆久　会員 松本さん入会おめでとうございます。一緒に頑張ってまいりましょう。

大里　喜彦 会員 え?まだこれだけ。累計額のお知らせ見てびっくりしました。これで勘弁してください。

高田　稔美　会員 35 周年のお酒ありがとうございます。あと 2回ですか。
   松本さん入会おめでとうございます。

石渡　琢磨　会員 ロータリーに参加して1年経ちました!楽しい時間をたくさんいただき皆様に感謝です!

本多　史郎　会員 中野会長、中田幹事、1年間お疲れ様でした !!

鈴木　昌実　会員 たかちゃん、ニコニコユーモア賞載せておきました。僕もユーモア賞取りたい。

ポール・ハリス・フェロー
中田　勝也会員　村上　義孝会員

米山記念奨学会より感謝状
皆葉　真治会員



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

87 64(3) 23 0 6 3 82.71%
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07 月 07 日　11：00　～　12：00　　 理事会　役員・理事、プログラム委員長、親睦活動委員長
07月 07日　12：30　～　13：30　　 例会（オンライン併用）会長・幹事就任の挨拶　理事及び各委員会委員長事業計画発表
07月 14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 21日　19：00　～　21：00　　 移動例会　直前会長・幹事慰労会「今半　上野広小路店」　
07月 28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

TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I.TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I.
It is the 36th year since 1986It is the 36th year since 1986

2021-22 中野年度　『みんなの力を地域のために2021-22 中野年度　『みんなの力を地域のために


