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2022 年 6 月 30 日

健二会長挨拶

退任挨拶

皆様、1 年間ありがとうございました。昨年の 7 月 1 日の例会から始まり、
本日 6 月 30 日の例会まで 365 日、中田

勝也幹事に支えていただき、無事務

める事ができました。私にとっては長い 1 年だった訳ですが、途中 5 ヶ月の
休会を余儀なくされて、非常に残念とも思いました。
よく考えれば休会中に何か出来る事があったのではないかとの思いもあり
ましたが、そこは私の力不足かなと思います。振り返えると、昨年の 7 月、コ
ロナの第 5 波が拡大する中でのスタートとなりました、まず私の年度の最初
の事業「直前会長幹事慰労会」
、本当に開催していいのか、そんな議論から始
まり、開催に至った訳でしたが「クラスターが発生しなくてよかった」と言われて、常にコロナのことを気にしながらの例会
開催の判断をしていたと思います。一時、コロナも落ち着き 10 月から例会を再開できましたが、今思えば台風の目に入ったよ
うな時期で、
「ガバナーの公式訪問」
、
「小中学校での職業人と語る会」、「茨城海岸清掃プロジェクト」、「ロータリーの森創り」
、
「クリスマスパーティー」とクラブの目玉事業が開催出来た事は良かった思っています。色々対応していただいた皆様には本当
に感謝です。特にクリスマスパーティーについては、盛り上げようと飯泉委員長を初めとする親睦委員の皆様に大変御苦労を
かけて感謝しています。
年が明けると、コロナの第 6 波が来て 3 ヶ月の休会になってしまいました。その間、プログラムや親睦の企画をしてくれた
皆様には、大変御苦労を掛けたと思っています。4 月に例会を再開して、観桜会から始まり、今までできなかった分を吐き出
すような形で親睦例会を開催しました。御満足いただけたのではないかと思っています。来年度は直前会長として大堀
会長、大野

治夫ガバナーを支えていきます。1 年間ありがとうございました。

ロータリー特別月間

6 月：ロータリー親睦活動月間

健二
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退任挨拶

本年度幹事を務めてました。1 年間ありがとうございました。これまでの 1
年間の歩みについては、会長自身が力不足という話題をしていましたが、もし
そう思うのであれば私の責任かなと思いますが、特に何の落ち度も無く楽しい 1
年間でした。1 年間を通し 5 カ月間活動できない時期がありましたが、その間も
皆様と交流がなかった訳ではなく、ロータリーとしての繋がりはずっと続いて
いたと思っていますので、例会がなかったという意味では前年度の浦里・木村
年度と同様で、特殊な年度だったと思っています。
これは一つのロータリー人生の中でのいい思い出と思っています。
本日をもっ
て幹事という役職は終わります。ですが、ロータリアンとしてはずっと活動して勉強していくことになります。ロータリーク
ラブは定年がない団体です。生きている限りはずっといろんな活動をしていけるし、いろんな立場の人や年代の人と知り合い
触れ合って、これまでなかなかうまくい事でも新しい仲間が出来てやれるようになったり、楽しく活動していけるのではない
かと評価できることが素晴らしい団体だと思っています。
本日で幹事の職は終わりますが、今後とも皆様とお付き合いさせて頂く中で有意義な楽しい時間を過ごしていきたいと思い
ますので、皆様、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。また、明日から大堀

健二会長、そして高田

稔美幹事大変だ

と思いますが、是非とも支えていければと思いますので頑張ってください。
また、大野

治夫ガバナーもお体には気をつけて活動していただければと思います。皆様そろって応援していただければと

思っております。1 年間ありがとうございました。

大堀

健二

会長挨拶

まずは中野 勝会長 1 年間、365 日お疲れ様でした。明日からつくば学園ロー
タリークラブ第 37 代会長を務めます。皆様のお力を存分にお借りしながら進め
ていきたいと思っております。先日第 1 回６分区会長幹事会がありました。そ
こで出た話題がロータリークラブの残念な事件の件です。ロータリアンとして
本当に残念でなりません。つくば学園ロータリークラブの会長という意識をしっ
かり持ち、身を引き締めてつくば学園ロータリークラブ会長を務めていきたい
と、1 年間気を引き締めて皆様と一緒に進んでいきたいと思っております。是非
とも御協力をよろしくお願いいたします。

高田

稔美

幹事挨拶

中野 勝会長・中田 勝也幹事、1 年間お疲れ様でした。幹事を仰せつかる
に当たり、何か楽しみを見つけて行こうと思いまして、引き継ぎをやっている
間に事務局の服部さんと話す機会が非常に多くて、こんなに楽しいこともある
んだと思いながら毎日を過ごしていいます。
先日大堀 健二会長と第 1 回６分区会長幹事会に行ってきて、嬉しかったの
はやっぱりつくば学園 RC というとガバナー輩出ですので、多くの皆さんも大
野 治夫ガバナーを支えていこうという空気が満々なんですね。私たちは多分、
大堀会長と私の一つの役割というのは、クラブと地区の橋渡し役も私たち二人
の大きな役割なんだと思って帰ってきました。
改めて考えてみると、自分で若いと思っていても 52 歳になり、1 年 1 年、ど
ういうことをやっていけばいいのかという事を若い時よりも考えるようになり、1 年間の活動映像を見ると、短いようで長い 1
年ですが、幹事という大役を自分らしく楽しくやっていきたいなと思ってます。まずは会員の皆さんといろいろ楽しいことも
しながら、地区にも出て頑張って 1 年間 1 分 1 秒を大切に楽しく取り組んでいく所存でありますので、会員の皆様のご協力を
よろしくお願いいたします。1 年間、どうぞよろしくお願いいたします。

ロータリー特別月間

6 月：ロータリー親睦活動月間
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委員会事業報告

広報クラブ会報委員会

鈴木

昌実委員長

広報クラブ会報報委員会からの事業報告ですが、コロナ禍で広報のやり方も難しい部分がありました。会報も公開が遅れた
こと本当に申し訳ございせんでした。広報のやり方について、もう一度改め直しした方がいいかと思いました。
その中でもオンラインを利用して、例会を開催できたことに関してはプラスだったかと思います。
今後このようなオンラインでの開催が併用されていくにあたり、少しでも慣れていただけるいい機会を提供できたかと思い
ます。一年間ありがとうございました。

職業奉仕委員会
長瀨

鬼沢

一彦副委員長

行弘委員長に変わり報告します。コロナ禍に伴い、予定していた行事

がなかなかできませんでしたが、その中でも環境保全プロジェクトへの協力、職
場訪問・野球観戦例会を開催することが出来ました。皆様のご協力大変感謝しま
す。ありがとうありました。

ニコニコ BOX
高田

稔美

会員

中野会長、中田幹事、1 年間お疲れ様でした。今半のお肉待ってますね。
ニコニココンプリートです。

市村

剛

会員

昨日ある不動産会社社長とゴルフを一緒させていただきました。２オーバー 74 回、
参りました。

沖山

哲夫

会員

中野会長、中田幹事、1 年間お疲れ様でした。

浦里

浩司

会員

中野会長、中田幹事、1 年間お疲れ様でした。中田幹事ながら運転はやめましょうね（笑）

中山

正巳

会員

中野会長、中田幹事、ゴールインおめでとうございました。

山﨑

幸登

会員

中野会長、中田幹事、1 年間お疲れ様でした。慰労会には出席できませんが、楽しんで
ください。今日でコンプリートです。

飯泉

智弥

会員

中野会長、中田幹事、大変お疲れ様でした。次年度も楽しくがんばりましょう !

増山

栄

会員

中野会長、中田幹事、1 年間ご苦労様でした。コロナに負けず、素晴らしい年度になり
ました。ゆっくり休む暇は無いかもしれませんが、引き続き宜しくお願いします。

菅原

俊

会員

中野会長、中田幹事、そして皆様 1 年間お疲れ様でした「完全燃焼 !!」ですね !!

大堀

健二

会員

中野会長、中田幹事、1 年間お疲れ様でした。しっかりバトンをつなぎたいと思います。

鬼沢

一彦

会員

中野会長お疲れ様でした。中田幹事お疲れ様でした。長瀨委員長復帰お待ちしています。

中野

勝

会長

皆様 1 年間ありがとうございました。これでほっとして気楽に例会に出られそうです。

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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中野
飯泉

勝会員
智弥会員

高田

稔美会員

木村

英博会員

年間ニコニコ大賞受賞コメント
木村 英博会員
年間ニコニコ大賞ありがとうございました。私はロータリーに入会した時
にニコニコ大賞を 1,000 円ずつ毎週例会でやるとちょうど 3 万円ぐらいにな
るんじゃないのという話をされたのが頭あって、毎回例会でニコニコを出さ
なければならないという体になってしまいまして、1,000 円、2,000 円ずつ出
して、最後に調整する感じでノルマ達成しています。多分入会以来達成して
いると思っています。中野会長、中田幹事、本当にお疲れさまでした。大堀
会長と高田幹事、応援していきます。本当に毎日のように大野ガバナー事務
所も動いていて、クラブにもご迷惑をかけることがあるかと思いますが、頑張ってニコニコやっていきたいと思います。あ
りがとうございました。

高田

稔美会員

1 年間ありがとうございました。SAA 一年間お疲れ様でした。先ほどの地
区とクラブの橋渡し役というお話をしましたが、いろいろなところに行って、
つくば学園 RC に戻ると、自分の故郷に戻ってきたような感覚でいいなって
思います。来年もニコニコはもちろんですが、
、どのような事にも一生懸命取
り組もうと思います。
このニコニコは私も木村君と一緒でどの例会にも必ず１言 2 言ずつさせ
ていただき、楽しく取り組んで奉仕につながったらいいなといつも思ってま
すので、来年もニコニコ BOX を皆様からご協力いただきたいとお願いも込め
て挨拶に返させていただきます。年間ニコニコ大賞ありがとうございました。

五十嵐

透会員

ご挨拶

ゴルフのスコア 74 を叩き出したのは私です。前半 36 回後半 16 番まで -1、17
番ダブルボギー、18 番ボギーで終わりましたが、大変嬉しく思っています。来年、
SAA 委員長を大任して、一生懸命やらせていただきますが、今年のように笑いを
取る自信が全くありません。真面目にきっちりとスムーズな進行を心がけていき
ます。ニコニコボックスも毎年 5、6 月になるとあといくらですよとありますが、
大変なんで初回に３万円持ってきてください。来年 1 年がんばります。
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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

87

68(3)

19

4

6

1

85.0%

プログラム予告
07 月 07 日
07 月 07 日
07 月 14 日
07 月 21 日
07 月 28 日

11：00
12：30
12：30
19：00
12：30

〜
〜
〜
〜
〜

12：00
13：30
13：30
21：00
13：30

理事会 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・幹事就任の挨拶 理事及び各委員会委員長事業計画発表
例会（オンライン併用） 各委員会委員長事業計画発表
移動例会 直前会長・幹事慰労会「今半 上野広小路店」
例会（オンライン併用） 各委員会委員長事業計画発表

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

