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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12日（木）

1月第2移動例会報告
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会長点鐘・幹事報告
下村

正

会長点鐘
小城幹事報告

バンコク国際大会の参加者の募集をし
ています。 まだ募集していますので皆
様ご検討下さい。
また、１月１９日午後７時から、筑波山江戸
屋で新年会を開きます。グランド東雲か
らバスが午後６時に出発いたします。

野堀喜作ガバナーエレクトの挨拶
サンディエゴに行って来ます！
1月14日から23日まで、アメリカ・サンディエゴへ国際協議
会出席の為に行ってまいります。また14日には、壮行会の見
送りもあり、心強く出発します。とにかく泣き言言わず、精
一杯楽しんで、国際ロータリアンの顔になって帰ってきます
ので、どうぞ宜しくお願いします。

第2820地区
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TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I.

ガバナーエレクト渡米お見送り報告
野堀ガバナーエレクト夫妻、成田
空港から渡米されました！
1月14日（土）に、野堀ガバナーエレク
ト夫妻を成田空港まで、山崎直前ガ
バナーご夫妻もご自宅までお見送り
下さいました。
増山地区幹事、下村会長、川﨑直前会長、
齊藤地区副幹事、皆葉地区新世代奉仕委
員、石井会報委員長が、皆葉さんの運転で
成田空港へ。17:05 成田出発の便で渡米さ
れました。
ご帰国は、1/23(月)
成田16:55帰着の予
定です。

「お元気に、
いってらっ
しゃ～い！」

祝！病気回復復帰
飯田正行米山奨学会委員長の復帰祝！
半年ぶりの例会に参加して、浦島太郎のような感じを受けていますが、皆さ
んにこうして元気になってお会い出来ますことは最高に嬉しいことです。
１１月末で病気の治療を終えて、今は月に１回の定期検査を続けています。
これから、この半年のブランクを埋めて行けるように頑張っていきたいと思
います。 皆さんどうぞ宜しくお願いします。

新世代奉仕委員長からのお知らせ
１月１８日（水）PM7:30～ グランド東雲にてローターアクト例会が
開催されます。
例会内容： 浦里会員に「新酒の利き酒会」でお願いしました。
まだ、ロータリー会員も味わってないのに贅沢な例会です（下村会長評）。
是非、この際初めてロータアクト例会に参加される方も、大歓迎です。 お
待ちしています！

また３月１５日（木）《中学生と語る会》豊里中学校で開催です。
新世代奉仕委員長
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佐藤裕光
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新入会員卓話
経済政策分岐点の中

常陽銀行つくば支店

下山田

和司

会員

市場の中で日本国債は0.7％の長期金利を維持しています。 これ程の
レベルを維持し、円高になっている現在、今年の政治的経済政策が日本
の将来を明暗する大事な年になりそうです。 天下国家を考え、経済政
策を推し進める日本のリーダーが出てこないと大変な将来像が見えて
きます。 国際政治の変革の年、頑張って乗り切りたいものです。

水守（みもり）地区出身オークラフロンティアつくば馬場

清康 会員

生れも育ちもつくばの水守（みもり）地区です。 桜塚古墳や水守城跡
がある平将門所縁の地区です。 大学卒業して水戸の茨城県庁に就職
しました。 妻とは土浦のうなぎ屋で、父の仲介でお見合いしました。陸
軍中尉の父親から絶えず「すりこみ」されてきた人生で、就職も結婚も、
父の考え通りに進んできたようです。 つくば都市整備会社を経て、高
橋恵一元会員の後に、オークラフロンティアつくばの社長になりました。

変化への対応と基本的徹底

つくば西武百貨店赤羽

浩次

会員

小平市に住んでいます。 今年次女が結婚します。 昭和56年に西
武百貨店に入社し、女性装身具畑で大宮・池袋・渋谷、そして昨年
元会員生井俊一氏の後につくば店に就任して来ました。 小売業と
して、絶えず将来を想像しながら先読みして経営企画をしなければ
なりません。 世の中のニーズの変化への的確な対応と小売業とし
ての基本を徹底していく。この精神で事業展開していきたいです。

全日本ロータリークラブ親睦合唱祭について
水戸黄門さま御一行、全日本RC親睦合唱祭で横浜みなとみらい大ホールへ!
5月19日（土）午前8時～午後10時全日、チャーターバスでつくばから横浜みなとみらいへ往復
し、親睦合唱祭で「人生涙あり」を1曲歌い、インターコンチネンタルで懇親会に出て、全国の
RC40クラブと親睦を深めてきます。懇親会の経費1万円は、会員の方にご負担いただきます。
出来れば、水戸黄門・助さん・格さんの三人には、立
ち回り寸劇を入れて、「この印籠が見えぬか！」
の名台詞を言ってから「人生涙あり」をピアノ伴奏で
一緒に歌いたいと企画しました。
最低参加人数は15名～20名です。合唱祭申込みが
この1月末ですので、宜しくご参加お願いします。
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DETS地区チーム研修セミナー準備始動！
DETS（地区チーム研修セミナー）の準備が始動しました。

1月12日（木）午後1時半より、つくば学園RCとつくばシティRCのメンバーも参加して、地区役員と

DETS実行委員会（塚田陽威委員長・上野修副委員長・中泉勢望副委員長・矢島定雄実行委員・宮本
学実行委員）による運営の準備が始まりました。
DETSとは、渡米して次年度RIの方針を持って来る野堀喜作ガバナーエレクトから、その方針に沿っ
て、どのように２８２０地区として行動をしていくかを地区チームで研修していく大事な最初のセミ
ナーです。
当日2月12日（日）は、朝10時半から午後4時50分まで、本会議や文科会をしていき、午後5時から6時
半まで懇親会が行なわれます。
2820地区の大木勲ガバナー・野堀ガバナーエレクトを始め歴代のパストガバナー。 ガバナーノミ
ニー。 第1～8分区のガバナー補佐。 増山地区幹事などの地区役員。ホストクラブの会長・幹事。
各クラブからクラブ奉仕・職業奉仕・社会奉仕・新世代奉仕・国際奉仕・ロータリー財団・米山記念奨学
会など総勢129名のロータリアンが集まって研修します。
その準備と当日のホスト役割分担が、我々つくばの3クラブ（学園・シティ・サンライズ）が責任を持っ
て運営しなければなりません。
当日は、道案内係 ・ 受付係 ・ 接待係 ・ 会議場係 ・ 司会進行係 ・ 記録係
・

雑用係

など、大勢の皆さんの協力で運営しなければなりません。

どうぞ積極的に2月12日（日）のホスト運営にご協力をお願いいたします。

DETS実行委員会

（塚田陽威委員長・上野修副委員長）

インターシティーミーティングＩＭのお知らせ
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。
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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1月12日例会スナップ
本日のメニュー

ニコニコＢＯＸ
本日合計金額
赤羽

功次

飯田

正行

磯山

正蔵

東郷

治久

野堀

喜作

馬場

清康

増
宮武

山 栄
孝之

58,000円

累計金額

870,500円

本日は、自己紹介をさせていただく機会をいただきまして有難うございま
した。 今後もどうぞ宜しくお願いいたします。
お蔭さまで、戻って来る事ができました。 健康というもの、大切さをしみ
じみ感じた半年間でした。 半年のブランクをうめるリハビリをしていきます
ので、宜しくお願いします。
ロータリアンの笑顔、いいですね！ 今日の笑顔を忘れず100％目指して
例会に臨みます・・・・できれば？
12月のニコニコ大賞を頂きました。 大金を頂きましたので、あれこれ使い
道を考えていましたが、文章の一部を削除していただいた石井さんに、賞金
の全額を没収されてしまいました。 次回は自分だけの実力で大賞を狙いた
いと思います。
土曜日の14日にサンディゴの国際研修会に、女房と二人で参加致してまい
ります。 頑張って来ます。 2012年-2013年度宜しくお願い致します。
人前で話すのは暫くぶりです。 新入会員卓話緊張しました。
いよいよ本格的にエレクト主催の会議、事業がスタートしました。 会員の
皆様には大変御世話になります。 宜しくお願いします。
妻の誕生日祝ありがとうございました。
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出席率報告

TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I.

1月12日（木）

移動例会

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

６３名

４７名

１６名

０名

２名

０名

７７．０９％

プログラム予告
1月１８日（水）

1月/2月
つくば学園ロータアクト１月例会「浦里酒造利き酒会」19：30～
ホテルグランド東雲

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9：00～
１月１９日（木） １月第３例会 親睦新年会 筑波山江戸屋 19：00～
１月２６日（木） １月第４例会 ガバナーエレクト進捗会議 オークラ12：30～
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～

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

いよいよ野堀ガバナーエレクトの年が明けて、準備も始まりました
ね。サンディエゴですっかりポンチョの似合う野堀さんになって帰
国する日を楽しみに待っています。横浜の合唱祭に是非みんなで参
加したいですね。１５～２０名参加できるように願っています。
災害県茨城の元気を、アッピールして盛り上げて来ましょうよ！

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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ホームページもご覧下さい
http://www.46gama.com/

