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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.

３月１日（木）

３月第１例会報告
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会長挨拶・理事会報告
下村

正

会長挨拶

第2回・地区補助金が2月17日審査会にて認可
されました。500ドル(39000円)です、申請目的
は「原発事故避難者の子供達へ文具の贈呈」に
なります。新世代奉仕によって、富岡町小中学
校に文具の贈呈支援の出番がやってきました。
下村年度、最後の奉仕事業になると思われます、PETSの協力も
合わせて関係各位のもうひと踏ん張りをお願い申し上げます。

小城

豊

幹事理事会報告

本日の理事会で4月のプログラム決定。地区大
会と地区協議会進捗会議が中心になります。
地区協議会実行委員長が川﨑直前会長に。新
入会員片岡様が承認されました。5月24日に移
動夜例会、5月31日京都山城ＲＣとの調印式。
その他ＨＰ参照してください。

会長エレクト・次期幹事挨拶
中山会長エレクトによる次年度への挨拶
青年会議所出身で野堀会長時代に幹事をいたしました。会の活性と奉仕
の充実を念頭に、職業奉仕では物造りで大里ブロック見学、また親睦で
東京スカイツリー見学なども予定しつつ、運営していき
たいと思います。また野堀ガバナーへの全面的な支援協
力をしていきます。宜しくお願いいたします。

大里次期幹事による挨拶
中山会長エレクトから半ば強引に電話勧誘されましたが宜しくお願いします。
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ＰＥＴＳ準備と地区大会各種委員会委嘱状
ＰＥＴＳの参加奉仕２４名に！
お蔭様で当クラブから２４名の皆様方の奉仕を得て
シティとサンライズから６名、合わせて３０名の人数
が集まりました。 朝８時に集合し、我々はグランド
東雲の裏にある第３駐車場奥に車を止めて下さい。
セミナーには約９０名の参加、筑波江戸屋の懇親会
には内７９名の参加、内３７名
岡添紘樹 PETS実行委員長
がバスにより移動されます。
改めて皆様のご協力をお願い申し上げます。

４月７・８日地区大会の各種委員委嘱状授与式
野掘ガバナーエレクト・増山地区幹事・鯨井会計委員・飯
田委員に地区大会実行の大木ガバナーより委嘱状授与。

インターアクトクラブ加盟認証状伝達式@土浦
第2820地区の新インターアクトの加盟高校認証
2月26日 筑波国際大学校内にて、東風（はるかぜ）高等
学校にインターアクトクラブが新設され、加盟認証状の伝達
式がおこなわれました。
大木ガバナー・野堀ガバ
ナーエレクト・土浦市長を
始めとして、多くの来賓・
地区役員が参加され、７０名を超えるアクターが誕生、若い
エネルギーを感じた加盟式でした。
土浦南ロータリークラブの皆さん、設立おめでとうござい
ます。

つくば学園ロータリークラブ

会長

下村

正

3月奥様誕生・結婚祝
３月奥様誕生祝
８日 野堀 敏子
２７日 浦里 晴美
２８日 増田 正子

３月結婚祝
様
様
様

１２日
１３日
１５日
２３日
２３日

２月
誕生
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山田
赤羽
田上
古本
高柳

普 ♥公子
浩次♥治子
憲一♥幸子
捷治♥邦枝
春介♥美代子

様
様
様
様
様
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3月1日例会スナップ
本日の献立
中華弁当、御飯、スープ

ニコニコＢＯＸ
本日合計金額 35,000円

累計金額 1,038,800円

結婚記念日のお祝いありがとうございます。 昨日は、月末の打ち上げでお酒を飲み過ぎ、帰りにつまずいて転んでしま
いました。 左肩と左手の親指がとっても痛いです。 怪我と健康に留意して、夫婦仲良く来年の、30周年を迎えたいと思っ
ています。 ありがとうございました。

赤羽

功次

磯山

正蔵

おいしい～！

小堀

恒雄

誕生祝い有難うございました。

塚田

陽威

先日(2月12日)DETS、皆様のご協力で無事終了できました。
3月10日のPETSもご協力の方、宜しくお願い致します。

中山

正巳

会長抱負の時間を頂きありがとうございました。

野堀

喜作

馬場

清康

63回目の誕生日です。

前島

正基

妻の誕生祝い有難うございました。

増田

忠則

ロータリーのお蔭で、妻の誕生日をお祝いいただき有難うございます。

馬目

圭造

先日は誕生祝いありがとうございました。

ロータリー弁当毎週いただける様出席いたしたく思います。

磯山です。

お忘れない様宜しく！

有難うございました。

楽しむロータリーの運営に心掛けます。

カアチャンの誕生のお祝いありがとうございました。 今年は、地区大過やら、色々な会議に一緒に出席してもらう為、
色々ゴマすりの毎日です。 早く一年が過ぎて欲しいです。

出席率報告

家では誰も祝ってくれなかったので大変うれしいです。

(遅くなり申し訳ありません)

3月1日（木）

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

５１名

１３名

３名

２名

０名

８２．２５％
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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

3月8日(木）は定款細則第6条第1節により 休会
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
9時登録開始、本会議9:30～17:00、懇親会18:30～筑波江戸屋
３月11日（日） PETS第2日目筑波山神社拝殿9:00～10:00（東日本震災1周年鎮魂）
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） 第２移動例会「中学生と語る会」 豊里中学校 １１：５０集合～
3月22日（木） 第３例会 招待卓話 日動美術館 中原 昭 事務局長 様
３月23日～
ＧＳＥ（グループ・スタディ・エクスチェンジ）受け入れ週間
３月29日（木） 3/31振替のため休み
3月31日（土） 第4親睦移動3クラブ合同夜間例会「観桜会」グランド東雲 ６：３０～
4月4日（水） 国際ソロプチミストつくば主催「チャリティーゴルフ大会」8時スタート
４月７日８日（土日） 地区大会（第２８２０地区）結城市民文化センターアクロス
4月18日（水） 記念ゴルフ大会 千代田カントリークラブ
4月29日（日） 地区協議会 国際会議場 ホストクラブ

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

先週末から旅行で外出していましたので、今週号が遅れましたが、
いよいよ明日からＰＥＴＳ会議ホストとしてつくば3クラブの仕事ぶ
りが問われる日が参ります。約90名のお客様と会長エレクト達が集
まって、来年度田中作次ＲＩ会長の下、野堀ガバナーと共に２８２
０地区を運営していく勉強会をする大切な会議となります。
心地よくおもてなし出来るように最大限の協力を致しましょう。

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/

