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つくば学園ロータリークラブ
It is the 26th year since 1986

TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I.

1月5日（木）

1月第1新年初例会報告
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新年年頭会長挨拶・ガバナーエレクト年賀状
新年年頭

下村 正

会長挨拶

新年明けましておめでとうございます。
浅草浅草寺に初詣して来ました。この１年頑張っ
ていくぞという所信で拝んできました。いよいよ
野堀ガバナーエレクトが来週にも訪米され、一連
の行事が始まります。２月には地区総括委員長会
議・地区チーム研修セミナー（DETS）・インター
シティミーティング（IM)、３月には会長エレクト
セミナー（PETS ）、４月には地区協議会と目白押しにやってきます。
また、IMには東日本大震災に対しての我がクラブとしての支援を、川﨑直前会長に事例発表
としてお願いしています。 今年は、皆様方の少しずつのお力を集結して、様々な行事を乗
り越えたいと思いますので、宜しくお願いいたします。

謹賀新年

謹んで新年をお祝い申し上げます。
いよいよ、野堀年度が本年７月からスタート致します。つくば学園ロータリークラブは、つくばシ
ティークラブ、つくばサンライズクラブと全ての第６分区のクラブの御協力を頂き、全力で準備に
まい進致して居ります。私は、１月１４日から２４日まで国際協議会の出席のためサンディエゴに滞
在致し、田中作次会長のもと、次年度のRIの目標と指導の内容を皆様に的確にお伝え出来ますよ
うに勉強を致して参ります。帰国後は、セミナーや協議会・委員会・公式訪問等で、その結果を発
表させて頂く所存です。第２８２０地区のロータリアンの皆様、７月からの次年度の１年間どうぞご
支援、ご協力の程を宜しくお願い申し上げまして新年のご挨拶とさせて頂きます。
第２８２０地区 ２０１１-２０１２年度 ガバナー・エレクト 野堀喜作
ガバナー・エレクト事務所一同
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TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I.

新入会員ご紹介
新年、２名の新入会員誕生しました！
鯨井規功会員の推薦で、（株）ライズクリエー
ション代表取締役の石井一（いしいはじめ）

様が本日の理事会で正式にご入会されまし
た。
また増山栄会員と野堀ガバナー・エレクトの推
薦で、（株）筑波銀行副頭取の藤川雅海（ふ

じかわまさみ）様も正式にご入会されました。
石井一会員の挨拶「秋田県出身、25年前に茨城に来てサラリーマン、４１
才でインテリアショップで独立、現在二宮で８名のスタッフと頑張ってい
ます。皆様との交流を通して自らのレベルアップをしていきたいと思い
ます。どうぞ宜しくお願いします。」 おめでとうございます！

米山奨学金１月授与
筑波大学院生の申文浩氏は、カウンセラー岡添会員から１月分の米山奨学金を
受け取りました。

1月奥様誕生祝・結婚祝
結婚祝

1月奥様誕生祝
１日
３日
６日
１５日
２１日

菅原 浩子
大里 裕子
岡本 淑子
中野 真粧美
沼尻 恵里子

７日
１５日
１５日
２８日

様
様
様
様
様

増田
路川
宮武
本多

忠則♥正子 様
淳一♥優子 様
孝之♥利美子 様
史郎♥景子 様

詐欺的勧誘にご注意を！
日本証券業協会から《注意喚起》「暴力団関係評価認証機構」と名乗る団体からの詐欺的
勧誘事件が発生しています。実際に昨年10月に三重県在住のロータリアン宛に、同機構への代
表者就任話を持ち掛けられ、1000万円の納入を求められたようです。詐欺的勧誘がありました
ら、証券保安対策支援センター（電話03-5540-8930）へご一報して下さい。（須藤宏達会員）
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辰年歳男からの挨拶
古酒霧筑波のように

大野治夫会員

今年60です。宮川会員が4月18日、篠崎会員が6月20日、私が10月4
日、藤川新入会員が10月13日の順番で60歳になるようです。濡れた
子犬のような年になりました。人生ようやく半分過ぎました。今願う
ことは、我がRCの野球同好会での最初の１勝を取りたい、つくばマラ
ソン１０Kｍに参加できるようになりたい、65歳までに倅に譲って楽隠
居したい、こんなことを考えています。古酒霧筑波のように、香り高
く人生を折り返したいと思っております。

グローバルに柔軟にどん底からの復帰へ

宮川健治会員

14年前に入会した当時の80名の会員は、今は24名に激減しています。この
間の世界の激しい変貌が大きく影響していると思います。
２０１２年の政治選挙は、台湾・中国・ロシア・韓国とあり、北朝鮮も昨年末に激
変がありました。 私個人としては、グローバルな視野に立って柔軟に物事
に対処して、1000年に1回の大震災も乗り越えて、どん底の状態からの復帰
をしていきたいと思っています。皆様のご多幸をお祈りいたします。日本人
の底力を発揮して頑張っていきましょう。

ＧＳＥホストファミリー受け入れ決定
3/21～23倉持会員（ゲイビン・レットモンド氏）
3/25～27矢島会員（ポリン・ウォーレス氏）
3/25～27東郷会員（リエン・トンプソン氏）
大槻ガバナー補佐よりお知らせ

インターシティーミーティングＩＭ2月19日（日）開催！
テーマ「こころを一つに絆の輪を広げよう」ＲＩ第2820地区第6分区ＩＭ開催
2012年2月19日（日）１３：３０～１８：３０（受付１３：００～）、
開場：ラ・フォレスタ・ディ・マニフィカ（土浦）に於いて開催されます。
第1部

講演会（公開講座）「放射能はどの程度怖いのか」
総合病院土浦協同病院 地域がんセンター長兼放射線科部長 大原
第2部 式典
東日本大震災に対する支援について（つくば学園ＲＣ等の事例発表）
懇談会

潔

本年度理事・役員、新入会員、入会3年未満の会員の方は、義務出席になります。
また、ロータリー会員の皆様のご参加くださいます様お願い申し上げます。
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バンコク国際大会参加者募集
バンコク国際大会の参加者を募集

幹事

小城

豊

参加コースは、添付日程表の

●Ｂコース

大会開会式出席・バンコクフリータイムの旅 5日間
５／４（金）～５／８（火） ① を予定しております。

若干名ですが、まだまだ参加可能です！
メールにてバンコク国際大会案内①（日程表）、②（茨城ナイトパーティ）を配信いたしましたの
で、ご確認のうえ、事務局まで、

1月13日（金）までにメールもしくはＦＡＸにてご連絡お願いいたします。

＊＊＊＊＊
国際ロータリー第2820地区ガバナー 大木 勲
地区オン・ツー・コンベンション 野堀 喜作
地区幹事 岩月 正勝

バンコク国際大会IBARAKI NIGHT PARTY のご案内
拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

今年度（2011-2012）の国際大会は、２０１２年５月６日（日）より、５月９日（水）までタイ
国・バンコク市にて開催されます。アジアにおいては2004年の日本・大阪大会以来の開催となり、日本の
多くのロータリアンが既に大会登録しています。（アジアでの開催は2016年韓国・ソウル大会までありません）今の
ところ、2820地区からは約１００人程度の参加が見込まれています。
本大会では、日本人として初のＲＩ会長となられた東ヶ崎潔氏（東京ＲＣ）から数え、３人目となられる田中作次氏
（八潮ＲＣ）がＲＩ会長エレクトとして活躍されます。「東日本大震災」の義援金への感謝、また日本の復興状況の海外
への発信、ロータリアン会員相互の親睦を兼ね、大勢の皆様に大会に参加していただき、世界のロータリアンとも親
睦を深め、同時に日常の肩書やしがらみから抜け出した、真の国際交流、国際奉仕を肌で感じていただきたく、
2820地区の、「IBARAKI NIGHT PARTY」のご案内を申し上げます。
皆様、是非ともお誘い合わせの上ご参加くださりますよう宜しくお願い申し上げます。
敬具
記
時 】 ２０１２年５月６日（日） １８：００～２１：００予定
※開始時間は開会本会議（１回目・２回目）により変更になります。
【 会 場 】 インペリアルクインズパークホテル
【会
費 】 ￥６，０００－（ご家族・ご友人￥６，０００－）
【申
込 】 「IBARAKI ＮＩＧＨＴ ＰＡＲＴＹ」 旅行参加申込書に
必要事項を記入の上、下記申込先までお送りください。
【申込期限】 ２０１２年３月７日（水）
【 申 込 先 】 国際ロータリー第２８２０地区ガバナー事務所
Tel ０２９６－３３－７００２ Fax ０２９６－３３－７００３ E-Mail: 11-12@ri2820.ｊｐ ※各ロータリー
クラブで申込をとりまとめていただけるとありがたいですが、個人単位でのお申込も受け付けております。
以上
【日
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1月5日例会スナップ

ニコニコＢＯＸ・ニコニコ12月大賞
本日合計金額

55,000円

累計金額 812,500円

東郷会員と皆葉会員が12月大賞に選ばれました。おめでとうござ
います！
石井

健三

浦里

浩司

岡添

紘樹

鯨井

規功

下村

正

下山田和司
鈴木

敏雄

菅原
前島

俊
正基

石井一さん、同じ石井ですが、宜しくお願いします。
全国合唱際への参加、皆様宜しくお願いします。
新年明けましておめでとうございます。
暮れの忙しさから開放され、やっとゆっくりした正月をすごせました。ところが、正月太りで
体重ＵＰになってしましました・・ネェ～石井さん！
明けまして、おめでとうございます。
元気な日本に！ 元気な茨城に！
本日より、石井さんが入会されました。 今後とも宜しく願いいたします。
新年明けましておめでとうございます。
本年も宜しくお願いします。
今年もよろしくお願いします。
新年おめでとうございます。 本日は、当社をご利用いただきまして、誠に有難うござい
ます。
妻の誕生日の記念品を頂きました。 有難うございました。
明けましておめでとうございます。

本年も宜しくお願いします。
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出席率報告
本日のお客様
米山奨学生
申

文浩

TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I.

1月5日（木）

新年初例会

様

会員数

出席数

欠席数

内無届
欠席数

出席
免除

メイク・
ゲスト

出席率

６２名

３４名

２８名

４名

２名

２名

７６．６６％

プログラム予告

1月/2月

１月１２日（木） １月第２例会 移動例会 新人会員卓話 山水亭12：30～
１月１９日（木） 新春ゴルフコンペ 筑波東急ゴルフクラブ スタート9：0７～
１月１９日（木） １月第３例会 親睦新年会 筑波山江戸屋 7：00～
１月２６日（木） １月第４例会 ガバナーエレクト進捗会議
2月2日（木） 2月第1例会 会長挨拶・半期会計報告 オークラ12：30～
2月9日（木） 2月第2例会 招待卓話インテルジャパン ランドバーグ・ブライアン氏

編集後記

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

クラブ会報・広報委員長：石井健三

理事会報告は、クラブホームページに掲載されますので割愛しまし
た。５月19日（土）丸一日かかりますが、横浜ベイサイトへ全日本
ロータリー親睦合唱祭で、「人生涙あり」を元気に歌っていきたい
と思います。水戸黄門と介さん格さんの寸芝居も入れて、被災県の
がんばっぺなをアッピールしましょう。 今月中に申込みです！

野堀喜作ガバナーエレクト事務所ホテルグランド東雲本館407号
連絡先： TEL
029-886-3582
FAX
029-886-3583
E-mail 12-13@ri2820.jp

友好クラブ
京都山城ロータリークラブ（第2650地区）

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

029-858-0100

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

つくば研究支援センターＡ２８

電話

例会日

FAX 029-858-0101

Email : gakuenrc@46gama.com
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