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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.

２月２日（木）

２月第１例会報告
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会長点鐘と挨拶・理事会報告
下村

正

会長

挨拶

寒波大雪の日本で、インフル
エンザも猛威を奮っています。
新聞に団塊世代のベビーブー
マーが小学校に一斉に入学した
昭和29年の春、全国の小学校が
パンクしたそうです。同じこの
世代が年金世代となる今、日本の年金制度がパン
クするそうです。なんとか現役で働いてパンクし
ないようになって欲しいです。
この2月4日(土)から野堀ＧＥの一連の会議が始まります。地区幹事増山さん、齋藤さんのご
苦労の程が良くわかります。皆で野堀ＧＥを支えて、2月3月4月と乗り切って行きましょう！

小城

豊

幹事

理事会報告

・3月のプログラムが決まりました。
3月1日（木）第1例会 会長挨拶・ＰＥＴＳ進捗会議
3月8日（木）休み
3月15日（木）第2移動例会 豊里中学校「中学生と語る会」
3月22日（木）第3例会 招待卓話 日動美術館 中原事務局長様
3月31日（土）第4移動3クラブ合同夜例会「観桜会」（3/29休）
・3月21日～28日ＧＳＥの訪問（3月23日はつくば学園担当ホスト日）
・3月13日水戸ＲＣ60周年式典
・3月15日鉾田ＲＣ40周年式典
・2月25日土浦南インターアクト創設記念式典
（つくば国際大学東風高等学校の生徒の皆さん）
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TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I.

米山記念奨学会より感謝状の授与
功労クラブ 第31回感謝状
功労者
第1回功労者
第2回功労者マルチプル
第3回
〃
第4回
〃

井田充夫会員、皆葉真治会員、大野治夫会員
齊藤修一会員、佐藤裕光会員、菅原俊会員
下村正会員
岡添紘樹会員、田上憲一会員
野堀喜作会員、上野修会員

ご支援に感謝！
公益財団法人ロータリー
米山記念奨学会
理事長 板橋 敏雄

米山奨学生奨学金2月分授与
岡添カウンセラーから申文浩さんへ
筑波大学大学院生の申文浩さんに2月分の米山奨学金が、米山奨学会の
岡添カウンセラーより授与されました。
益々学業・研究に充実した日々が送れますようにお祈り申し上げます。

半期会計報告
７月～１２月の半期会計決算の報告がありました。
下山田会計長から2011年7月から12月までの下村年度の半期会計決算報告
がありました。
詳しくは当クラブホームページ会員専用に掲載しますのでご覧ください。
収入は昨年度予算額の７０．２％、支出は昨年度予算額の４８．２％にな
り、全体的には健全な収支を維持しています。
会計長 下山田 和司

新世代奉仕委員長報告
豊里中学で「中学生と語る会」３月１５日開催します。
今年は中学1年生を対象に「中学生と語る会」を、3月15日(木）に3月第2移
動例会として開催いたします。 当日は20人の講師の方を募集いたしています
が、皆様の参加をお願いいたします。 2月8日(水）に豊里中学校と打ち合わ
せ致しますので、なるべく早めの講師参加をお知らせ下さい。
新世代奉仕委員長 佐藤裕光
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TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I.

2月奥様誕生・結婚祝
２月結婚祝

２月奥様誕生祝
１３日 路川 優子
１７日 小関 暎子
２１日 前島 朋子
２７日 中山 敬子

１日
１日
８日
１３日
２６日
２７日

様
様
様
様

井田 充夫♥優子
倉持 武久♥里和子
下山田和司♥英子
冨田 茂 ♥由美子
岡本 武志♥淑子
馬目 圭造♥佳子

様
様
様
様
様
様

節分豆まき
恵方巻き食べて節分豆まきしました！
今年の恵方は北北西。
食べてる最中は喋って
はいけないということ
でしたが、果たして皆さ
ん願い事をしながら寡
黙に食べられたでしょうか？
年男（大野会員、篠崎会員）と野堀G・エレクト、塚田会員、岡添会員、
小堀会員の六福神たち？が青鬼（下村会長）赤鬼（誰？）に向かって
「福は内、鬼は外、野堀ガバナー
エレクト頑張れ！」と岡本ＳＡＡ
の音頭で、袋入りの豆を投げて
気合入れしました。 明日が節
分で立春ですが、しかし寒い！

本日のメイクアップお客様紹介
伊勢崎中央RC（群馬）新井

聡様

神奈川の伊勢崎ではなく群馬の伊勢崎です。
つくばへはフレンドリーシップカントリーによく
ゴルフに来ます。支配人が友人です。 どうぞ
皆様、伊勢崎中央ＲＣへもいらしてください。
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TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I.

ＤＥＴＳ地区チーム研修セミナー会議担当業務表
2月12日（日）はＤＥＴＳ（地区チーム研修セミナー会議）です
以下のホスト担当表にお名前が載っていらっしゃる会員の皆様は、当日朝8時半
に山水亭会場受付（建物奥のロビー）に集合をお願い致します。尚、当日はお
客様用に駐車場を確保致しますので、我々は山水亭裏奥に駐車お願いします。
地区幹事 増山 栄

全日本ロータリー親睦合唱祭参加へ
皆様の参加で是非横浜へ行きましょう！
5月19日(土)に年1回のＲＣ親睦合唱祭へ参加申請いたしました。震災支援の感謝と
野堀ＧＥのアッピールも兼ねて、参加費1万円ということで、この主旨を皆様にご
理解頂き、ご参加の程宜しくお願いいたします。
井田 合唱祭参加実行委員長
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TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I.

2月2日スナップ
本日の
献立

恵方巻き・和
食弁当・おす
まし汁・香物

ニコニコＢＯＸ・１月ニコニコ大賞
本日合計金額 67,300円

累計金額 985,800円

1月のニコニコ大賞は、病気から復帰された飯田正行会員
の喜びの言葉と、野堀喜作ガバナーエレクトのサンディ
エゴから帰国の喜びの2つのメッセージになりました。
結婚祝有難うございます。
昭和51年なので、36回目だと思いますが、昨日２人で、食事会をしてまいりました。
初めて感謝の気持ちを伝え、手紙を送りました。 年々最初に戻ってくるような気して嬉しいです。
昨日、女房から「今日は何かないの?」といわれ、「えっ！」と思ったら、結婚記念日でした。
ちょうどその時、友人のケーキやさんが、余ったケーキを持ってきたので、それでごまかしました。

井田

充夫

倉持

武久

中野
野堀

勝
喜作

馬場

清康

馬目
宮武

圭造
孝之

結婚祝ありがとうございました。

新井

聡 様

本日は宜しくお願いします。

誕生祝いありがとうございました。

「プレゼント」じっくり味わいたいと思います。

米山功労者の感謝状ありがとうございました。５回目を目指して、頑張ります。
妻の誕生日に花をお贈りいただき、ありがとうございました。
花を誕生日にもらったのは、初めてのことで大変喜んでいました。

結婚のお祝いありがとうございました。

出席率報告

2月2日（木）

２５周年銀婚式でした。

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

６４名

４９名

１５名

０名

２名

２名

８２．２５％
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本日のお客様
伊勢崎中央RC
米山奨学生

新井 聡
申 文浩

様
様
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プログラム予告

TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I.

2月/3月・ガバナーエレクト・地区関係

2月４日（土） 地区総括委員長会議 グランド東雲 9：30～12：00 ホストクラブ
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
オークラ12：30～
2月12日（日） DETS（地区チーム研修セミナー）山水亭
ホストクラブ
8：30集合～18：30 DETS実行委員会（塚田陽威委員長・上野修副委員長）
2月16日（木） 休会（2月19日のIMに振り替えのため）
2月19日（日） 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（インター・ミーティング） 13：00受付 13：30～18：30
ラ・フォレスタ・ディ・マニフィカ（土浦）＊移動例会になります！
2月23日（木） 2月第4例会 ガバナーエレクト進捗会議・会員誕生祝
２月23日はロータリー創立記念日・世界理解と平和の日 です！
2月23日（木） ワイン会 １９：００～ ブラッセリ-・デゥ・プラ 1万円会費
3月10日（土） PETS（会長エレクト研修セミナー） グランド東雲 ホストクラブ
3月13日（火）
世界ローターアクトの日 と世界ローターアクト週間～19日まで
3月15日（木） 「中学生と語る会」移動例会 豊里中学校 １１：５０集合～

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

1955年生れの自分より若い世代が大企業のトップになって来まし
た。ソニーの新ＣＥＯが51歳だそうです。 ＮＹ市場に上場する
「フェイスブック」も若い社長だそうで、頼もしい限りです。 国
際化は必須に、それも迅速にこの日本にもやってきます。 今月2月
はロータリーの世界理解月間 です。 国際社会の一員たる自覚を！

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
Page 6

ホームページもご覧下さい
http://www.46gama.com/

