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会長挨拶／幹事報告／大堀　健二会長　就任挨拶／高田　稔美幹事　就任挨拶
事業計画発表／ニコニコ BOX　他

８月例会プログラムの件
納涼パーティ企画の件
中学生と語る会企画の件
筑波ジュニアオーケストラ協賛の件
正会員推薦の件
地区副幹事公式訪問随行の件
つくば学園 RAC収支決算報告の件
その他
 会計監査員の件
 ウクライナ人道支援チャリティコンサートの件
 土浦薪能協賛の件

昨年度、中野会長は 7月 1日の例会から始まり、6月 30日ま
での 1年間いっぱいの例会開催でしたが、、今年度は 7日間の短い
くらいの１年となります。
皆様のご協力のもと、ロータリー活動を進めていきたいと思い

ます。早速、ガバナーの随行で下館 RCの公式訪問に行ってきまし
た。例会を一つ一つ大事に進めていきたいと思っています。
皆様に早速お願いがありますが、My ROTARY の登録と確認を

進めています。クラブで今 60%弱。地区目標で 70%を目標と話
が出ています。
他のクラブが 100%を目指しますというクラブが出ています。当クラブでもクラブ協議会で 100％と言

えるように、1日も早く 100%のMy ROTARYの登録を進めていきたいと思います。
ご協力の程よろしくお願いいたします。

会長挨拶　大堀　健二会長

幹事報告　高田　稔美　幹事
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大堀　健二会長　就任挨拶

第 37代会長としての方針をお伝えします。
『Rotary into Action』（行動するロータリー）と考えました。
ロータリーの超我の精神により、コロナ禍で例会ができない状況が続くか
もしれませんが、そのような中でも、各自が地域や職業を通し、各人が、小
人数が、大人数がいつでもこのロータリーの行動、職業、社会、青少年、子
供たちのためにというような事がたくさんできることがあるかと思います。
このような状況下でなければできない事、そのような事も含めて、「ロータ
リーの奉仕の精神」をもう一度みんなで考えながら進めて、コロナ禍を乗り
切っていこうと思いました。私の年度は 48 回の例会が開催できるかと思っ
ていましたが、徐々にコロナの感染者も増えてきています。また、状況によっては例会を休むことになるかもしれません。できれば、
Zoomで開催したいという風にも思ったんですが、意見を聞くとオンライン開催も難しいようです。
例会開催が難しくても一人一人がロータリーの精神を持って行動することが大事だと思っております。
1年間、皆様のご協力をよろしくお願いいたします。 

高田　稔美幹事　就任挨拶
最初に決まっていたのはクラブの幹事ですが、その後に青少年奉仕総括委員
長も就きました。大堀会長とも相談しましたが、自分の中では絶対にしたくな
いことは、クラブの皆様に迷惑を掛けること。そうはいっても人間身体が一つ
なので、居るべきところにいなかったり、そういうご迷惑をおかけするところ
は飯泉副幹事に補っていただきながら、進めていきます。気持ちは、いつもつ
くば学園におきながら、地区のこともクラブのことも 1年間一生懸命やってい
きたいと思います。
大堀会長とのロータリー活動の大切な時間、一歩一歩を大切に、そして体を
大切に 1年間頑張ってまいりますので、皆様の温かいご指導とお持ちをお願い
しまして、幹事就任の挨拶とします。1年間、どうぞよろしくお願いします。

土浦市南ロータリークラブの稲本です。まず皆様に御報告をしなければならないことが、今から 5年前、私の孫が心臓移植の手術
をするということで、学園ロータリーの方々にも大変お世話になりました。
おかげさまで無事に心臓移植ができて、元気に成長しています。本当に嬉しいことでございます。
私は土浦ユネスコ協会の代表をしていて、この度、ウクライナの大変な出口が見えない状況の中で、尊い命が失われ、素晴らしい
景観が瓦礫と化して、600 万人を超える方々が国外に避難をしています。ユネスコは教育、科学、文化を通して世界平和を目指すと
いうのがユネスコの目的です。その一環として、世界遺産の認定とか、あるいは世界寺子屋運動などの活動もしていますが、私たち
民間ユネスコ団体というのは、それをサポートするような活動をしています。この学園ロータリーさんも後援をしてくださることを
御承認いただきました。本当にありがとうございます。是非ともこのチャリティーコンサートを成功に導いていただけますようにお
願いを申し上げまして、御挨拶といたします。どうぞよろしくお願いいたします。

稲本　修一様　ご挨拶
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各委員会事業計画発表
会員増強委員会　野澤　俊夫委員長
今年度の大堀会長のテーマ「Rotary into Action」（行動するロータリー）ということで、会員
相互の親睦を深め深め、友情を育み、活力あるクラブ魅力あるクラブを目指し、退会防止と会員
増強を積極的に図ります。
今年度の大野ガバナーからは、いろいろある目標の中で会員増強。2000 名の大台に戻したい
ということ掲げています。
皆様の協力を得て会員を 1名でも増やしていきたいと考えていますので、どうぞ 1年間よろしくお願いいたします。

業計画としては、新入会員に対して会員増強委員会と協力しまして、年 2回のオリエンテーショ
ンを開催して、ロータリーについての理解を深めていただく。それから例会などで月間テーマを
捉えて、ロータリーの情報を提供する。この 2つを今年度やっていきたいと思います。よろしく
お願いします。

ロータリー情報委員会　中野　勝委員長

　クラブ管理運営委員会　飯田　正行委員長
事業計画ですが、新型コロナウイルスの蔓延によって過去 2年間事業の中止、例会の休会、ク
ラブ運営にとって大変厳しい状況にありました。しかし、ズーム併用の例会開催、リモート会議
等を取り入れ、大きな会員の減少もなく不況を乗り越えてまいりました。今年度はコロナも落ち
着きつつあります。大堀会長のテーマ「Rotary into Action」（行動するロータリー）で実践でき
る活動を進めていきたいと思います。リモート出席を併用し、プログラムを工夫して出席しやす
い例会を開催します。
メンバーが例会の中で楽しく交流できるようにさまざまな開催方法を検討していきたいと思い
ます。また、ガバナー輩出クラブとして地区運営への協力をチャンスと捉え、若いメンバーにロー
タリーへの理解を進め、クラブの活性化を進めていきたいと思います。各委員長の協力を得ながら、しっかりとクラブの管理運営
を進めます。皆様、よろしくお願いいたします。

　クラブ会報・広報委員会　鈴木　昌実委員長
今年度のテーマは会長の Rotary into Action」（行動するロータリー）に沿い行動する広報活動を行っていきます。会報はつくば
学園ロータリークラブの例会、各委員会、行事、委員の活動、今年度は大野ガバナーも輩出していますので、大野ガバナーの活動
も捉えながら、進めていきます。また、ホームページと SNS を通して、関係クラブの相互交流を深めていきます。SNS は会員から
の活動内容を一緒にアップしていけるよう、やり方作成等も含め一緒に活動のアップをして活発な SNS にしていければと思ってま
す。リモートの会議もスムーズに、楽しくできるよう進めていければいいかと思います。よろしくお願いします。

　会計委員会　佐久間　弘一委員長
今年も皆様から活動につきまして、予定を頂いています。今年度もコロナ次第といったところ
はありますが、大堀会長のもと、新体制のもと、活発な活動をサポートしていきたいと思います。
皆様のご協力のほどよろしくお願いいたします。
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ニコニコBOX
稲本　修一　様　土浦南 RC
   久しぶりにお邪魔いたします今日はユネスコのチャリティーコンサートのお願いに参りました

大堀　健二　会員 楽しい例会とを心掛けたいと思いますので 1年間ご協力よろしくお願いします。五十嵐 SAの手間
   を省くため早急に収めいたします。

高田　稔美　会員 改めて 1年間よろしくお願いします。今日は恐怖の結婚記念日です（笑）

鈴木　一雄　会員 大野ガバナー、大堀会長、高田幹事 1年間よろしくお願いいたします。

前島　正基　会員 誕生祝いありがとうございました。美しい年寄りを目指したいと思います。

飯田　正行　会員 大堀会長、高田幹事スタートおめでとうございます 1年間頑張ってください。

加藤　貴史　会員 大堀年度スタート、おめでとうございます。

伊藤　麻夫　会員 大野ガバナー、大堀会長、新年度スタートおめでとうございます !!

鬼沢　一彦　会員 大堀会長、高田幹事、1年間よろしくお願いします。お誕生日プレゼントありがとうございます

石渡　琢磨　会員 新年度の順調なスタートおめでとうございます !　今年度も楽しみにがんばります !

木村　英博　会員 大堀会長、高田幹事 1年間よろしくお願いいたします。楽しい 1年にいたしましょう♡
   大野ガバナーのご協力も皆様よろしくお願いします。

大里　喜彦　会員 満額ニコニコやろうと思いましたが五十嵐 SAAの仕事がなくなってしまうと申し訳ないので、
   ちょこっとだけ

塚田　陽威　会員 皆さん久しぶりです。中野年度の皆さんご苦労様です。大堀年度、皆さんよろしくお願いします

鈴木　昌実　会員 大堀会長、高田幹事、盛会おめでとうございます。五十嵐 SAA委員長の先週の言葉通り 3万円を
   納めます !

大野　治夫　会員 大堀会長、高田幹事、1年間共にがんばりましょう。よろしくお願いします。

中野　　勝　会員 大堀会長、高田幹事 1年間よろしくお願いします。私は今日からすっきり壇上を見ることができる
   ようになりました。

広瀬　貴之　会員 大堀会長、高田幹事、1年間よろしくお願いします。SAA五十嵐委員長言われた通り初回コンプリー
   ト致します。よろしくお願いいたします。

鈴木　昌実　会員 大野ガバナー、55クラブの公式訪問頑張ってください。下館、笠間 2カ所完了ですね。

五十嵐　徹　会員 今年 1年間よろしくお願いいたします。

今橋　茂樹　会員 大堀会長、高田幹事年度のスタート ! 1 年間よろしくお願いします !! 楽しみにしております。

上野　　修　会員 大堀年度スタートおめでとうございます。大野ガバナー年度とともに楽しみです

浦里　浩司　会員 大堀丸の船出おめでとうございます。高田一等航海士、座礁しないように操船よろしくお願いいた
   しますね

野澤　俊夫　会員 いよいよ大堀、高田年度のスタートですね。微力ながら応援とお手伝いさせていただきます。
   1 年間よろしくお願いいたします
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会員誕生日
石渡　琢磨　会員　10日
古本　朝彦　会員　17日
鈴木　昌実　会員　18日
鬼沢　一彦　会員　20日
下間　幹　　会員　23日　
前島　正基　会員　27日
長瀨　行弘　会員　27日

７月度　会員・奥様誕生日・ご結婚祝い

奥様誕生日
下間　舞子　様 1 日
冨田　淳子　様 8 日
猪野　優子　様 11 日
宮本　恵美子様　19日
田山　さおり様　27日
宮本　恵美子様 19 日
藤川　美也子様 29 日
野澤　玲子　様 30 日

ご結婚祝い
高田稔美　・　清子　ご夫妻　7日
猪野研一　・　優子　ご夫妻　11日
石渡琢磨　・　真咲　ご夫妻　22日

木沢　藤房　会員 五十嵐委員長のもと SAAスタート ! 1 年間よろしくお願いします

中田　勝也　会員 大堀会長、高田幹事おめでとうございます。大野ガバナーもおめでとうございます。
   皆様お体に気をつけて良い 1年を !! 私は気が抜けてます。

馬場　清康　会員 大堀会長、高田幹事 1年間よろしくお願いします。

皆葉　真治　会員 皆様本年度も青少年の支援とつくば学園ロータリークラブをよろしくお願いします。

吉岡　隆久　会員 本日より SAAですよろしくお願いいたします。

鈴木冨士雄　会員 新年度初例会、これから 1年皆様ロータリーライフ、奉仕活動を楽しみましょう。

瀬戸口　進　会員 大堀会長、高田幹事 1年間どうぞよろしくお願いいたします。

大木　康毅　会員 大堀会長、高田幹事 1年間よろしくお願いいたします

沖山　哲夫　会員 大堀会長、高田幹事これから 1年よろしくお願いします。昨日はガバナー公式訪問に行ってきた
   のですが、ガバナーからのシフトロックがかかった状態でボールペンで解除しながら運転で初日
   から大変でした

猪野　研一　会員 大堀年度の輝かしい船出をお祝い申し上げます。



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

つくば学園ロータリークラブ 『Rotary into Action　行動するロータリー』
〒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 
TEL： 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 1 3 6 4 - 1
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無断欠勤ゼロ・出席率向上を目指して

プログラム予告

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

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

2022-23 年度 大野　治夫ガバナー　地区スローガン

enjoy life ～人生を楽しむ～
http://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
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2022-23 年度　Ｒ I テーマ　ジェニファー ジョーンズＲＩ会長

第２８２０地区

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 56（2） 31 2 6 2 71.60
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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


