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本日はつくばシティＲＣ、つくばＲＡＣ、つくば青年会議所、つくばＯＡＫ
ライオンズクラブ、ボーイスカウトの皆様ご参加くださいましてありがとうご
ざいます。ボーイスカウトの皆様は、先日の海岸清掃の御協力と連日大変あり
がとうございます。この活動は毎年 11 月の頭に実施する予定でしたが、海岸美
化プロジェクトの延期に伴い、11 月中旬になりました。肌寒いですが、一汗か
いて体を温めていただければと思います。この活動は環境保全の活動として定
着いますので今後も引き続き活動できればと考えています。
例年は活動の後にバーベキューで懇親を深めていただくのですが、コロナ過ですので、今年は無しになりました。
約 1 時間半の活動ですが、よろしくお願いいたします。
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VOL. 11

11 月：ロータリー財団月間

TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I.

It is the 36th year since 1986
2021-22 中野年度 『みんなの力を地域のために
会報

ゆかりの森所長

入江所長

VOL.11

ご挨拶

ゆかりの森所長入江と申します。よろしくお願いします。本
日のロータリーの森づくり実施、おめでとうございます。
この森は開所以来約 30 年が経過し、施設の経年劣化、老朽化
が大変進んでおります。不具合箇所も多く見られるようになりま
した。
そういう中で、アスレチック場の整備、記念植樹、めだか池
の清掃等の管理運営の補助的な作業をやっていただくことに関し
まして大変感謝しています。最近、コロナ感染は若干落ちついて
きているように見えますが気が抜けない状況です。感染拡大に気をつけていただきたいと思います。
本日はよろしくお願いします。

趣旨説明

野堀

喜作パストガバナー

この森づくりが 2003 年の中村年度・下村幹事の時に森のア
カマツがマツクイムシで山が非常に荒れてきて、それじゃあ代
わりに木を植えてこの森を保全していこうという事で始まりま
した。雑木に色んなものを植えて、始めは、もともと里山にあ
るようなものを植えていきます。並行しながら、ヤマユリの日
本一の林にしようとなり、山百合を植えていましたが非常にデ
リケートで今はあまり残っていない状態です。昨年からは森に
色をつけることを始め、ヤマツツジの植樹をしました。
今年は、彼岸花にしました。
ロータリーは奉仕をする団体ですということをアピールしてください。

つくばシティ RC

七野

悟会長

ご挨拶

おはようございます。本日は会長エレクトの鈴木武士君と 2
名で参加させていただきます。二人とも長靴、軍手とフル装備で
参りました。存分に働いて帰りたいと思いますのでよろしくお願
いします。
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つくば OAK ライオンズクラブ
櫻井会長 ご挨拶
段の靴を履いてやる気ないように見えますがやる気はもう十
分ですので、靴は汚れても全然構いませんので、こき使ってい
ただければと思ってます。
私どもも同じ奉仕団体でもライオンズクラブでロータリーク
ラブさんと交流できるっていうのは、本当に他の地区でもあま
りないと思います。こうやってお誘いいただいて本当にうれし
く思っております。

つくば青年会議所

秋田会長

ご挨拶

私達も不十分な格好での参加となりましたが、青年会議所メ
ンバーは若いので、力仕事を請け負って短い時間ではあります
が、しっかりと活動していきたいと思いますので、本日私を含め
て 5 名で参加します。

つくば RAC

星

会長

ご挨拶

初めての参加となりますが、一生懸命頑張っていただきます。
どうぞよろしくお願いいたします。

ボーイスカウト茨城支部 第３弾
大野 治夫ガバナーエレクト ご挨拶
ボーイスカウト茨城県連盟第３団、17 年目になります。当初
45 名が現在 150 名、日本の中でも最大級の人数を誇るところまで
成長できました。これもひとえに大野育成会長、それからこのこ
ちらの森づくりの活動本当に長いことをさらにやっておりますが、
スカウト子供たち自身が成果を実感できる奉仕活動本当に素晴ら
しい機会を与えていただいております。
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11 月：ロータリー財団月間
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ご参加いただきました皆様、ありがとうございました
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無断欠勤ゼロ・出席率向上を目指して
会員数
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メイクゲスト
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プログラム予告
11 月 25 日
12 月 02 日
12 月 02 日

休会
11：00
12：30

12 月 09 日
12 月 11 日
12 月 16 日
12 月 23 日
12 月 30 日

12：30
18：00
休会
12：30
休会

〜
〜
〜
〜
〜

休会（11/20 に振替の為）
12：00 理事会 21-22 役員・理事、プログラム委員長、親睦活動委員長
13：30 例会（オンライン併用）会長挨拶・次年度役員・理事発表 ※年次総会
※会員奥様誕生・結婚祝、ニコニコ大賞
13：30 例会（オンライン併用）調整中
21：00 移動例会「中野年度クリスマスパーティー 会場：ホテル日航つくば 本館 3F
休会（12/11 へ振替の為）
13：30 例会（オンライン併用）調整中
休会（定款細則第 6 条第 1 節により）

ジュピター」

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

