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つくばシティロータリークラブ会長挨拶

鈴木

武士会長

久しぶりに例会場にお邪魔し、つくば学園ロータリークラブの違う雰囲
気を感じています。
ロータリークラブ入会して、今年で 1 年目です。昨日、大堀 健二会長
がつくばシティ RC の例会に訪問していただき、飯泉副幹事と一緒にご挨拶
をいただきましたが、大堀会長とはロータリークラブの地区財団委員会で２
年間一緒に活動させていただきました。大堀会長が先に財団委員会に在籍し
ていて、ご指導をいただき地区財団委員を務めてきた過去の経歴があります。
そして今年度、大堀会長と同期の会長で大変心強く思います。親クラブ
のつくば学園 RC にいつもお世話になりながら、つくばシティ RC が活動し
ていることも念頭に置きながら 1 年間務めていきますので、よろしくお願い
します。コロナの影響でここ数年 3 クラブ合同例会、つくばマラソンのエイドステーションの活動など開催できていません
でしたが、
久しぶりの 3 クラブ合同例会も５月に開催できました。今年度は一緒に活動できる機会が増えることを期待します。
そして、9 月 18 日のロータリー奉仕デーの環境美化活動も一緒に活動できればと思い計画しています。
大野ガバナー年度、私たちつくばシティー RC も小林会計長元副幹事と鈴木

潤会員が境 RC ガバナー公式訪問に随行し

勉強していると伺っています。大野ガバナー年度を支えていく協力も頑張りますので、よろしくお願いします。
そして本年度、
つくばシティーロータリークラブ 30 周年を迎えます。来年 5 月に 30 周年記念式典を計画しています。是非、
つくば学園 RC の皆様と一緒にお祝いができたらと思いますので、宜しくお願いします。
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義信幹事

今年度幹事を仰せ浸かりました金山 義信です。ロータリー歴が 5 年と浅く、
鈴木会長に迷惑を掛けずに頑張ります。私は広島県の広島市出身で学生時代は広島
に住み、就職時の 2

年に茨城に来ました。生まれも育ちも広島ですが、私は骨

は茨城で埋めることになっています。茨城は非常にいいところで、何故人気度が低
いのかわかりませんが、風光明媚で山あり海あり食べ物も美味しく、医療水準も高
く、教育水準も高い。つくばはすごいと思いますが、このような素晴らしいつくば、
茨城県でロータリー活動を通じて奉仕活動を一生懸命やらせていただきます。
今後ともよろしくお願いします。

各委員会委員長

事業発表

奉仕プロジェクト委員会 中野 勝委員長
奉仕プロジェクト委員会の事業計画は、職業奉仕、社会奉仕、国際奉仕、青少年奉仕の各委員
会を取りまとめる委員会ですので、各委員会と連携を取りながら、1 年間事業を進めていきます。
よろしくお願いします。

社会奉仕委員会 野堀 雄樹委員長
恒例のロータリー森創生事業、11 月 3 日予定で企画しています。つくば市ゆかりの森にお
いて森の整備と参加、協力をいただき、親睦を図る企画で、森の整備、遊歩道整備、植樹、めだ
か池の清掃、整備等を行い、親睦会整備事業に参加協力いただく、ボーイスカウト、つくば学園
RC とロータリークラブ、青年会議所等との親睦を高める事業です。
次に、地域防災対応計画等の策定及び運用推進、つくば青年会議所、つくば OAKLC との災害
時における救助相互協定を基に、迅速かつ有効に地域資源提供ができる高度政策を進め、災害及
び緊急時におけるクラブの地域への対応指針計画等を整備を進めます。
そして、環境保全プロジェクト、絵画のつくば賞展への支援、国際理解推進事業（つくば市国際交流会）への支援、乳がん撲滅運
動 NPO 法人つくばピンクリボンの会への支援、自殺予防活動茨城いのちの電話への支援、薬物乱用防止活動（茨城県等）への支援、
献血活動（茨城県赤十字センター）への支援、
子どもの貧困（茨城県等）への支援、
つくばマラソンにおけるエイドステーションの経営・
運営（11 月 13 日予定）
。
つくばマラソン大会においてランナーに飲食物の無償提供を実施し、つくばシティー RC とロータアクト、ボーイスカウト等団体に
もご協力いただく予定です。宜しくお願いします。
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国際奉仕会委員会 伊藤 麻夫委員長
事業計画は、筑波大学留学生・JICA との交流、3 クラブ合同またはゆかりの森事業での交流
会を予定。国際奉仕事業に奉仕事業に関係する団体と卓話と支援、WCF 事業「この指とまれ」
の内容の精査・協力、災害援助に対する援助・協力、環境保全プロジェクトへの参加となります。
一年間ご協力宜しくお願いします

米山記念奨学会委員会 北島 睦男委員長
毎回例会に参加しているマイさん、今年 5 月から来年 8 月までつくば学園 RC でお預かり
します。先週まで皆勤賞で、本日は柔道関係で愛知県にいます。彼女は雨の日も風の日も場所、
時間を問わず自転車で皆勤でした。これからも鈴木

冨士雄アドバイザーと一緒にサポートし

て行きたいと思います。
皆様もぜひマイさんが出席の折には、お声がけをお願いします。事業計画は筑波大学の留
学生たちとの意見交換会交流会、今年はコロナが終息しそうでしたので企画しているのですが、
感染が拡大しつつあるますのでの様子見て判断します。よろしくお願いします。

勧誘・維持・教育・選考委員会 大里 喜彦委員長
この委員会は新入会候補を見つけて、入会するしないを何とか入会させて、その後、教育をし
ながらやめないように維持するという委員会です。今は８７名の会員数ですが、今年度中は難し
いかもしれませんが、目指せ３桁 1

名の会員数を目標にしたいと思います。皆様のご協力をよ

ろしくお願いします。

出席委員会 上野 修委員長
今年度の目標は 75% から 9 % を目標としています。9 名近い経営者が集まれるクラブは
すごく素敵でこれがつくば学園 RC なんだと、出席率 1

% は難しいかなと。しかし何故出席

がいいのかというと、毎週顔を合わせて何年も一緒にいると友達になれる。これは出席しない
と仲良くなるのは難しい事だと思います。もう一つは、魅力的なプログラムがあり、SAA が例
会をきちんと仕切ってくれる。このような魅力あるすごい力のクラブの出席率は十分上がると
思います。だから、出席率は関係なく好きなようにしたらいいんじゃないか、私の本音です。
一つだけ、無断欠席は用意する書類や食事が無駄になります。無断欠席は無くしてください。以上です。宜しくおねがします。
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陽威会員

私は、つくば学園 RC の創立会員、上野 修会員とここで知り合い、ずっと参加しています。
実は上野会員と同じ真壁出身で採石工場の関係で新治村に移り 5 数年経ちます。本来は土浦
に誘いを受けてましたが縁があってつくば学園 RC に入会し、非常に楽しい人間関係で 37 年目
になります。人生はいろいろな形で「ご縁」だと思っています。私は「縁があって」と妻に言っ
てますが、全ては縁があっての話になります。五十嵐会員とは息子が高校で一緒でいろいろな
形で関係しています。これもご縁。それで、今一番興味のある事はつくばのまちづくり。つくばで停止する TX を伸ばして常磐線と繋ぎ
茨城を発展させようと案が以前から出てました。これが調査費が付き、案の 4 ルートから 1 ルートに絞ることとなりました。私は地域の
発展はインフラ整備（道路、鉄道）がないと地域は発展しないと思います。つくばも万博で高速バス、2

5 年に鉄道が入り、このまま

で止めておくのは茨城県とって一番の損。これを何とか水戸とつくばが結ばれれば県にとっては大きな発展のポイントです。今までなか
なかこの流れになりませんでした。やっと今年の 4 月に費用をつけて来年 3 月までに 1 ルートに絞られます。そういう機運が盛り上がれ
ば、県はもっと発展します。これはつくばのある程度の人たちで動いていかなきゃまずいと思います。何年か前からつくばをどのように
町に変えるかということの勉強会も行なっています。興味ある人はいろんな形で参加いただければありがたいと思います。その方向付け
をしっかり見ながら人生を送りたいと思いますが、皆様にとっては素晴らしい、まだまだ発展する街になるので、しっかりみてください。
よろしくお願いします。

ニコニコ BOX
飯泉

智弥

会員

つくばシティロータリー鈴木会長、金山幹事、昨日はお世話になりました。今日もご来訪ありがと
うございます

大堀

健二

会員

鈴木会長、金山幹事 1 年間よろしくお願いします。昨日はうなぎごちそうさまでした。

沖山

哲夫

会員

つくばシティロータリークラブ鈴木会長、金山幹事、今日はご出席いただきありがとうございます。
コロナが少しずつ増えてきましたが気をつけて対応していきたいと思います。

下村

正

会員

公式訪問サボって例会に行きました。

北島

睦男

会員

次週の会長、幹事の慰労会に参加できません。コロナ感染者が激増中で、私は肺気腫の基礎疾患を
持っており、報道では感染すると重症化のリスクが高いとの事でした。申し訳ありません。

木村

英博

会員

本日はシティロータリークラブ鈴木会長、金山幹事ありがとうございます。大野ガバナーは境 RC
に参加しています。皆様のご協力に感謝申し上げます。

高田

稔美

会員

鈴木会長、金山幹事、訪問ありがとうございました。ガバナーへの協力、3 クラブ合同例会など
1 年間お世話になります。

野堀

雄樹

会員

先日、祖父の葬儀では皆様には多大なるご協力をいただきました。本当にありがとうございました。

中山

正巳

会員

大堀会長、高田幹事、1 年間よろしくお願いします。第一例会、仕事の都合でお休みしました。
ニコニコボックス第 1 回で 300,000 円すごい !!

広瀬

貴之

会員

初回コンプリートしてしまうと目指せ 200% しかないですね。がんばります！

古本

朝彦

会員

先日は誕生祝いの霧筑波をいただきありがとうございました。お礼が遅れて申し訳ありません。
35 周年のお酒と連続しておいしい日本酒をいただき、妻が大変喜んでいます。

つくばシティロータリークラブ鈴木

武士会長

幹事ともども 1 年間よろしくお願いします。
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無断欠席ゼロ・出席率向上を目指して
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

59

28

1

6

2

75.30

ニコニコ BOX
目標

30,000 円

目標金額を目差して
×

My ROTARY

87 名

57 ／ 87 名
65.52 ％達成

累積 362,000 ／ 2,610,000 円
13.86 ％達成
プログラム予告
07 月 14 日
07 月 21 日
07 月 28 日
08 月 04 日
08 月 04 日

12：30
19：00
12：30
11：00
12：30

〜
〜
〜
〜
〜

08 月 11 日
08 月 18 日
08 月 20 日
08 月 25 日

休会
休会
19：00 〜
12：30 〜

登録率 100% を目差して

13：30
21：00
13：30
12：00
13：30

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
理事会 22-23 年度役員・理事、プログラム委員長、親睦活動委員著
例会（オンライン併用）会長挨拶／会員増強月間に因んで
招待卓話「地区クラブ奉仕会員増強委員長 吉岡隆久様」
休会（定款細則第 6 条第 1 節により）
休会（8/20 へ振替の為）
21：00 移動例会「大堀年度 納涼パーティー」会場：アルゾーニ・イタリア」
13：30 例会 クラブ総会「2021-22 年度決算及び監査報告」
「2022-23 年度 予算（案）について」

2022-23 年度 Ｒ I テーマ ジェニファー ジョーンズＲＩ会長

友好クラブ
第 2650 地区
京都山城ロータリークラブ
http://www.kyoto-yamashiro-rc.com/

https://www.rotary.org/ja

第２８２０地区

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/

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

１．真実かどうか

２．みんなに公平か

４．みんなのためになるかどうか

Rotary into Action 行動するロータリー』
『Rotary

〒 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

非公開 QR コード

４つのテスト

３．好意と友情を深めるか
つくば学園ロータリークラブ

公開 QR コード

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

ホームページもご覧ください
http://www.46gama.com/

