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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.

4月26日（木）

4月第4例会
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会長点鐘とコメント
会長点鐘が響きました！
倉持国際奉仕委員長殿、及び関係各位
タイへの中古自転車寄贈事業について、4/24 タイ・スリウオンRC
内で委員会が開催され今後の方針が検討されると、結果を待ってい
ましたが、国際大会一色でそんな感じは無いようです。年度内の贈
呈も無いようです。
支援いただいた他クラブに対して、申し訳ない気持ちで一杯です。
つくば学園ロータリー会長 下村 正 （facebook投稿より）

4月26日スナップ
今日の献立：
中華弁当（肉
三昧・海老）
スープ・御飯
本日は
広い会
場で賑
やかな
食事で
した。

Page 1

/

2010-11
2011-12 Vol.
Vol. 45
38

TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I.

ローターアクト地区大会と次期役員の紹介
つくば学園ローターアクト竹来会長ら４名が挨拶しました。
6月16日（土）国際会議場で行なわれる11-12年度第2820地
区ローターアクト地区大会の詳細情報（13時～18時本会議・
19時～21時懇親会グランド東雲）、参加費5000円、懇親会費
3000円、宿泊費7000円となることを発表されました。
つくば学園ロータリークラブは全員参加となります。
また次年度雨宮会長「ＲＣと
繋がりを深めたい」、次年度伊
藤幹事「より良いローターアク
トを目指したい」、次年度冨田
会計「明解な会計で運営を」と力強く宣言されました。

退院快気祝い挨拶
浦野会員、ややスリムになって元気に復帰です！
「ご心配おかけしましたが、無事に退院しました。
6日深夜に突然の消化管出血でつくばメディカルセンターに入院し
ました。30年前の学生時代に東京でバイクの事故以来二度目の入院
でした。深夜の救急のドクターやスタッフ
の皆様のお陰で無事退院出来ることを感謝
申し上げます。」
元気に５Ｋｇ痩せて例会に参加してくれ
た浦野会員に、地区協議会の司会という大
役が待っています。宜しくお願いします！

新入会員ご紹介 阿部哲次 様 新会員入会式
保険代理店の阿部哲次新会員は小城幹事の旧友です。
「本日から皆様のお仲間に加えて頂きありがとうございます。 小城
さんとは、旧友同期です。ロータ
リークラブを通していろいろな経
験をしていきたいと思います。宜
しくお願いします。」
下村会長からロータリーグッズ
と当クラブ帽子などが贈られ、入
会式が無事行われました。 「早速、週末の地区協議会ではお手
伝い頂きます。 どうぞ宜しくお願いいたします！」
下村 正 会長
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第２８２０地区協議会進捗会議報告
駐車場の場所入口確認！
４月２９日（日）に開催される第２８２０
地区協議会、次期会長・幹事・委員長たちが
全地区域から参加し、総勢７００名以上の会
議になります。
天気予報では、おおむね良い天気になるよ
うです。
下村会長が、プロジェクターで説明しなが
ら報告しました。
当日は、朝8時に２Ｆ大会議場受付に集合
します。 我々は国際会議場の南駐車場に車
を駐車して下さい。
そこで、細かい資料を配ります。駐車・誘
導・会場案内・各分科会の音響との打ち合わ
せ時間と場所・写真記録などを、担当者氏名
を書き込んだコピーを配布します。
友愛コーナーは、全部で4か所あり、大会
議場・中会議場２つは、床面が配線で濡れる
ことが一番気を付けなければならないので、飲食の際には、注意を促すようにお願いします。
各会場には、お弁当が定数配られ、部屋の入口の中に用意されます。 クラブ奉仕の大会議場
では、弁当配布と出席確認を同時にしてください。
地区協議会終了後、5時半から金太郎鮨にてホストクラブの慰労会を行いますので、是非参加
して下さい。第5移動例会となります。

来年の地区大会の会場変更が決まりました！
例会終了後、12人でノバホールに行き、会場確認し、来年の地区大会会場として2013年4月
27日夜会場設置、28日～29日地区大会、29日夜開場撤収作業というスケジュールで、正式に予
約し、会場費を支払ってきました。
国際会議場の予定だった地区大会は、つくば市ノバホール（大ホール）に決定しました。
国際会議場の経費と比べると10分の１になります。ホテル部屋もオークラを予約し、地区大会
終了後の大懇親会も29日に会場予約確保しました。
今日例会後ノバホールを見学して来ました。 充分な広さが有り、収容もＯＫ、ホテルとの近接によ
り食事、パーティーにも便利です。 平成25年4月28～29日地区大会の日時・場所が確定しまし
た。開催まで後368日です。
（下村 正会長Facebook投稿より）
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Ｆａｃｅｂｏｏｋ情報館
つくばオールロータリアンfacebook同好会発足
つくばのロータリークラブfacebook同好会というインターネット・グループを発足しました。現在３４名
の会員が参加しています。 一般投稿アドレスは：Tsukuba.all.rotarian@groups.facebook.com です。
ローターアクトも含めて、広くつくばの交流が発展することを期待しております。（広報委員長石井）

ニコニコBOX
本日合計金額 60,000円

浦里

浩司

大木

康毅

小城

豊

鯨井
塚越

規功
俊祐

中野

勝

馬場

清康

増山

栄

織田

春人

累計金額 1,355,800円

お見舞いを頂いた事、有難うございました。 社会復帰して元気になりました。
減った体重は、復帰しない様頑張ります。
小沢一郎無罪！！日本の司法が終ってしまうところだった。久し振りに出た例会で、こんなこと
を言う私は変人か？
29日の大会には出ないくせに、バンコク国際大会に、行く事に少し後ろめたさを覚える大木でし
た。 すみません！！
新入会員阿部さん、宜しくお願いします。 一見真面目そうですが、お酒を飲むととても楽しい
方です。
ローターアクトのみなさん、地区大会頑張ってください。
4/29地区協議会の運営を成功させ、野堀ガバナーエレクトを、皆で支援しよう。
先日、石井さんに会報作りのレクチャーをして頂きました。 段々と気が重くなってきました。
皆様ご協力宜しくお願いします。
奥さんが、還暦になったお祝いに子供達が温泉へ招待してくれました。 私も（ついでに）連れ
て行ってもらいました。
新入会員の阿部さんを宜しくお願いします。

私の旧友です。

横浜の南端、金沢ロータリークラブの織田と申します。
ので、宜しくお願いします。

はじめてメイキャップさせて頂きます

4月26日出席率
本日のお客様：
横浜金沢RC
織田春人(おだはると）
様
つくば学園ローターアクトク
会長 竹来伸子 様
雨宮稔樹 様
伊藤 永 様
冨田修平 様

織田春人様ご挨拶「横浜金沢
ＲＣの織田です。動物病院を
しています。今日はいろいろ
と見聞させて頂きたいと思い
ます。」

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

６５名

４８名

１７名

３名

２名

５名

８４．１２％
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プログラム予告
4月29日（日）
5月６日～９日

5月10日（木）
5月12日（土）
5月17日（木）
５月17日（木）
5月24日（木）
5月31日（木）
６月７日（木）
6月1６日（土）

TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I.

5月・ガバナーエレクト・地区関係

地区協議会 つくば国際会議場 ホストクラブ ＊第5移動例会です！
☆午前8時に国際会議場２階大ホール入口に集合！お願いします。
タイでロータリー国際大会開催 （茨城地区訪問参加期間4日～8日）
☆５月６日 IBARAGI NIGHT PARTY １７:３０～１９:３０
The Imperial Queen’s Park Hotel 2F
第1例会 会長挨拶 １２：３０～ （理事会11時～）オークラ
福島三春町の富岡小学校へ支援物資配達奉仕予定（21日運動会予定）
第2例会 新入会員卓話 オークラ
次年度家庭集会 １９:００～ 山水亭
移動第3例会 東京証券取引所見学～浅草親睦会（蕎麦屋十和田）
移動第4例会 京都山城ロータリークラブ調印式協定書締結 19時～
第１例会 会長挨拶 １２:３０～（１１:３０～第２回次年度理事会）
ローターアクト地区大会 つくば国際会議場（懇親会グランド東雲）
＊全会員出席移動例会扱いです！

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

国際ロータリーからメッセージメールが届きました。ポリオ
撲滅のロータリー基金で、ＩＲ、Kalyan Banerjee会長らから
の感謝のメッセージです。以下のＵＲＬでご覧になれます。
http://vimeo.com/26344998
とってもインターナショナルですね。ロータリーって！
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/

