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 1月１5日（木） 会長年頭挨拶 

会 報 

つくば学園ロータリークラブ    

  

It is the 23rd year since 1986 TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

  
 つくば学園ロータリークラブの会員の皆様。新年明けまして

おめでとうございます。本年もよろしくお願い申しあげます。 

 年頭第１回目の例会は上野会長点鐘により厳かに開催されま

した。国歌斉唱ののち、会長年頭挨拶、齊藤幹事より理事会報

告が行われました。 

 今回、米山功労賞表彰、お祝い（奥さま誕生日、結婚記念

日）、１２月ニコニコ大賞の発表と記念品贈呈が続きました。 

最後に、新年恒例の年男卓話（突然のご指名）、増山栄会員、

浦里浩司会員より丑年を通じての抱負を語っていただきまし

た。毎日新聞を眺めても、政治経済ともに好転する話題がな

く、厳しい情勢ではありますが、クリスマス例会の成功の流れ

をそのままに今年１年頑張りましょう。 

上野会長 年頭あいさつ 
本日第１回理事会が開催されました。詳細は齊藤幹事から報告があります。 

クリスマス例会を無事終えることが出来てほっとしています。また、親睦委員会の皆

さんや参加された皆さんに本当に感謝します。なぜ、２５日（クリスマス当日）にあ

れだけの参加者を招いて開催できたのか。小城委員長を初めとした親睦委員の企画も

良かったことは事実でありますが、２５日当日が木曜であったことが良かったと考え

ます。来年は暦によって苦労するかもしれません。 

 感動のない風景を見て絵を書いても、感動を与えられる絵をかけません。６月まで

の任期において、少しでも輝きを放っていけるよう頑張りましょう。 

齊藤幹事 理事会報告 
・２月プログラムの件 

・地区大会、地区大会記念ゴルフの件 

 地区大会 4月11,12日 土浦市民会館 
 地区大会記念ゴルフ大会 4月6日（月） 千代田カントリークラブ 
・第6分区ボーリング大会の件 
 3月13日（金） 土浦ジャックボウル 土浦市乙戸1135 ラクシアつくば内 
・ローターアクト地区大会の件 

 3月28日（土） ラ・フォレスタ・ディ・マニフィカ（会長、幹事、新世代委員長） 
 奉仕プロジェクト パキスタンへの物資支援について 
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新世代奉仕委員長より2月19日のご案内。 

おめでとうございます！！ 
飯田正行会員、磯山正蔵会員、中山正巳会員、古本捷治会員 

新年恒例！！ 年男卓話 

中
は
ど
ん
な
ん
で
す
か
？ 

増山会員：今年還暦を迎えます！  

健康に留意して1年頑張ります！ 

浦里会員：本当は2/23が誕生日。今年
こそはクリスマス例会参加します。 

米山功労賞 表彰 

飯田新世代奉仕委員長より 

毎年恒例の『中学生と語る会』2月19日
に開催します。講師希望者の方で報告

いただいていない方。まだ申込を受け

付けます。よろしくお願い致します。 
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    会場から     
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食事中すいません。 

本日のお食事 

真 剣 な 表 情 で す ね ！ 沈思黙考！ 

今 日 の 食 事 は 量 が 多 い 

美味しい食事に話が弾みます 

真剣に耳を傾けて・・・ 

威風堂々。 年男および功労賞受賞者 

近頃の景気に・・・ 

鯨井さん、怖いです。 

菅原さんあわてないでください！ 

ＳＡＡ奮闘す！ 
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TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

奥様誕生日 

                お祝い 

結婚記念日 

    会場から     

ドラフト会議みたいです 厳しい表情？？？ お決まりの、やっぱり！ 

    １日   菅 原 浩 子 様 

    ３日   稲 葉 美 都 様 

    ３日   大 里 裕 子 様 

    ６日   岡 本 淑 子 様 

   ２３日   塚 原 まさ子 様 

      ７日 増田忠則・正子様 

      １５日 路川淳一・優子様 

      ２０日 斉藤英夫・尚子様 

      ２２日 塚原英夫・まさ子様 

      ２８日 本多史郎・景子様 

 １２月 ニコニコ大賞 

１２月ニコニコ大賞は複数名の受賞となりました。 

鈴木敏雄会員：天皇皇后ご夫妻、スペイン国王来訪。 

綿引信之会員：あいよ寿司１５０万人来訪。 

増山弘会員 ：奥さま誕生祝。週末帰宅時のお土産。 



会員数 出席数 欠席数 内無届欠席数 出席免除 出席率 

６４名  ４８名  １０名  ３名 ３名 ７９．６９％ 
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 出席率報告      １月１５日（木） 

TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

無届３名ですが 

頑張りました。 

鈴木敏雄  新春を迎えられ、本年もよろしくお願いいたします。 

塚田陽威 
 皆様新年おめでとうございます。今年もよろしくお願いします。”ロータ

リーを楽しみましょう！” 

塚原英夫 
 妻の誕生日、結婚記念日と“W”でお祝いいただきました。ありがとうござ
いました。 

中村義雄 
 上野会長、齊藤幹事、半分の任期が過ぎおめでとうございます。後半は議題

を残して、次年度会長にプレッシャーを与えてください。お願い致します。 

本多史郎 
 昨年は、大変御世話になり有難うございます。今後共よろしくお願いいたし

ます。 

増田忠則 
 新春早々ロータリーから、お花が届けられビックリ、結婚記念のお祝いのお

花でした。今年で４５年になります。これからも夫婦よろしく。 

増山 栄 
 長期欠席させて頂きました。お蔭様で、無事新年を迎えることが出来、感謝

しております。何事も早期の対応が、大切だと改めて感じました。本年も会員

の皆様の御健勝をお祈り申しあげます。 

そば同好会  全員参加で楽しい一時でした。皆さんご苦労様 

本日の合計 ￥６８，０００－ 

本年度累計 ￥７５１，２８１－ 

 今週のニコニコＢＯＸ 

報告 

出席委員長 

年男 

浦里浩司 



編集後記                    （クラブ会報委員：岡本） 

●大野会員にカメラを奪われ、写真を撮られてし

まいました。指が3本しか無い様に見えますが大丈
夫です。ちゃんとあります。あまり会報に写真が

載りませんが、要所で出現しますので・・・。 

●さて、景気はあまり良くないですが、新年は賀

詞交換会等でお酒を飲みすぎることが多くなると

思います。冷え込みも少しずつ厳しくなっている

ので、風邪とくにインフルエンザにはご注意ください。ちと風邪気味でした

が、あまりひどくならず、何とか市販の薬で復活しました。ちょっとした油

断が命取りになるかもしれません。22日新年会では気をつけましょう。 
●1月はロータリー理解推進月間ということですが、3月以降の行事が盛りだ
くさんですね。より、ロータリーを知るとともに、会報担当として出来るだ

け参加して吸収できるよう頑張ります。 

  

４つのテスト４つのテスト 

１．真実かどうか１．真実かどうか            

２．みんなに公平か２．みんなに公平か        

３．好意と友情を深めるか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 
〒305-0047  
茨城県つくば市千現２丁目１番６つくば研究支援センターＡ２８ 

電話 029-858-0100          FAX  029-858-0101 
Email:gakuenrc@46gama.com 

 ホームページもご覧下さい 

 http://www.46gama.com/ 

   例会日   木曜日 １２：３０～１３：３０ 

   例会場   「オークラフロンティアホテルつくば」  

           つくば市吾妻１丁目１３６４－１ 
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 プログラム 予告    1月 ロータリー理解推進月間 

友好クラブ 

京都山城ロータリークラブ 

（2650地区） 

TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

 １月２９日（木）例  会 新入会員卓話 大堀健二会員  

              会員誕生祝   

 

 ２月 ５日（木）例  会 会長挨拶、会計報告 

              理事会、決算四半期報告 

 ２月１２日（木）例  会 招待卓話 裁判員制度学習会 

              水戸地方裁判所所長 加藤新太郎 様 

 ２月１９日（木）移動例会 中学生と語る会  

              於 豊里中学校 

 ２月２１日（土）移動例会 第６分区 インターシティミーティング（ＩＭ） 

              於 国民宿舎「水郷」    


