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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.

6月7日（木）

6月第1移動例会
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会長点鐘と挨拶
下村

正

会長挨拶

来年の地区大会（4月28日29日）の事務局長として野堀ガバナーの
補佐を務めることになりました。 地区大会をノバホールで開催
し、『手作りの地区大会』で柴原実行委員長始め、各副実行委員長
の皆さんと手を取り合って進めていきたいと心引き締まる思いで
す。
現在、インターネットでありとあらゆ
る情報を得ることが出来る世の中になっ
てまいりました。役所の案内・場所・交
通手段が、検索で簡単に得ることが出来
ます。 インターネット社会はもう私た
ちの周りにあります。 ロータリークラ
ブとしても更に今後ネット化していくと
思いますので皆さんも挑戦しましょう！

富岡小学校生徒からのお礼状
切り絵に込められた暖かいお礼状
富岡小学校生徒さんから感謝の言葉
を色紙の切り絵に添えて送られて来まし
た。 被災を乗り越えて明るく勉強され
ている富岡小学校の皆さんの心を感じ
て、今後も継続して支援をしていきたい
と思いました。
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理事会報告 / 次年度理事会報告
小城幹事の最後の理事会報告
難題山積みの理事会でした。 支援事業「がんばれ！富岡小学校」で
は綱と玉入れ一式と文具図書券を贈りました。土浦ＲＣ、京都山城ＲＣから
も支援頂きました。 またつくば北条地区竜巻災害支援金募金は、京都山
城ＲＣからも頂き46万円になりました。 タイ放置自転車贈呈事業は、受け
入れ側の事情で延期になり、各ＲＣ関係各位からお預かりした27万円を一
旦お返しすることになりました。（詳しくはホームページをご覧ください）

第2クラブ奉仕事業報告 東郷治久委員長
第2クラブ奉仕は充実してくれました
出席（大野委員長）、クラブ会報広報（石井委員長）、親睦活動（大
堀委員長）、プログラム（上野委員長）、始め各委員の皆さんの奉仕に
より、充実した第2クラブ奉仕活動となりました。
より活発なクラブ奉仕活動により、クラブ自体が活性化され、増員増
強へ向かっていく理想的な方向へ、更に進んで行きたいものです。
当クラブは本年、結果2名増員出来ました。ありがとうございます。
来年度は更に会員を増やしていきたいと期待しています。

クラブ会報・広報委員会事業報告 石井健三委員長
クラブ会報・広報は大きな後方支援です
本年度から広報とクラブ会報が一緒になりました。 会報と一体化した広
報活動が出来る反面、何を広報していくかの判断は、会長幹事の指示が必要
と感じました。 会報発行という膨大な仕事量を軽減化するためには、皆さ
んの寄稿の協力が不可欠です。 Ｆａｃｅｂｏｏｋの活用もその補佐になります。
タイムリー・正確・親睦の3本柱の上に、会長幹事のイメージアップを強力に
サポートし、ガバナー活動もフォローしていく後方支援を申し送ります。

6/1北条地区視察報告
京都山城会長と一緒に視察
２８２０地区よりつくば市北条地区竜巻被災地に対して支援金が補
助される予定ですので、京都山城会長幹事の皆様と視察して来まし
た。 つくば学園として今回申請をしたいと思いますが、北条地区被
災地の状況・情報の提供を広く皆様にお願い申し上げます。
下村
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6/7移動例会スナップ
本日は移動例会でグランド東雲のお弁当
お造り・お煮しめ・海老甘辛あんかけ・牛肉と
野菜の炒め物・ワカメ味噌汁・御飯・プリン

野堀ガバナーエレクト事務所新事務員の紹介
孫田

直子

新事務員

増山地区幹事より、新しく就任された野堀ガ
バナーエレクト事務所の、孫田直子さんが紹
介されました。
「皆様のお手伝いをさせて頂きます。宜
しくお願いいたします。」
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ローターアクト情報 6/16(土)地区大会開催！
6月1６日（土）

ローターアクト第20回地区大会（12:00～登録開始）
13:00～17:30 つくば国際会議場
（19:00～21:00 懇親会 グランド東雲）
＊全会員出席移動例会扱いです！

5月28日 ローターアクト例会
今日はローアーアクトの次年度の事業相談や今年度の問題点などを話し合いました。
竹来ローターアクト会長も一生懸命アクト活動を行ってきたと私は思っていますが、正式な理
事会の開催や資金計画についてなかなか思うようにはいかなかったようですね。
引き続き雨宮次年度には、今年度の経験を活かして頑張っていただきたいと思います。
ところで、雨宮アクト次年度より宿題をいただきました。
RIのアクト登録状況や会員番号などです、私も今日は勉強になりました。
皆さん、若いアクトメンバー、ときどきヘマもあるでしょう、是非温かい目で応援をお願いし
ます。
下村 正 会長
下村会長、中山副会長、佐藤新世代奉仕委員長へ
昨日は急であったにも関わらず、お越し頂きありがとうございました。貴重なご意見を頂き、
身が引き締まりました。体制を整え直して、これからも応援にお応え出来るよう、活動してい
きます。
竹来 ローターアクト会長

次回最終例会のお知らせ
平成24年6月27日（水） １９：３０
開会点鐘
２０：４５
閉会点鐘
場 所
ホテルグランド東雲
内 容
「今年度の活動報告と、次年度の活動内容」
登録料
1,000円
宜しくお願いします。

高栁 春介 様 近況報告
平成8年よりつくばに居を構え、ダイワハウスらしい企画のイーアスopenへ
向けて仕事をしてまいりましたが、この度、東京のダイワ関連会社への転勤に
なり退会させて頂きました。 つくばという恵まれた地で、皆様の町の発展へ
志す情熱の高さに、多くのものを勉強させていただきました。
この場をお借りして、お礼申し上げます。 ありがとうございました。
大和情報サービス株式会社

取締役受託施設事業部本部長
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６月奥様誕生・結婚祝

６月結婚祝

６月奥様誕生祝
３日
８日
１３日
２０日

増山
鯨井
下村
上野

美紀子
直子
宏子
いゆ子

４日
１０日
１２日
２８日

様
様
様
様

吉岡
齊藤
大堀
大里

昭文♥鞠子
修一♥理恵
健二♥優子
喜彦♥裕子

様
様
様
様

ニコニコBOX ・ニコニコ大賞3月4月
本日合計金額 51,000円

累計金額 1,609,800円

3月ニコニコ大賞：本多史郎 会員
4月ニコニコ大賞：矢島定雄 会員
中野 勝 会員
以上の方に決定足しました。おめでとうご
ざいます。目標まで後19万円です！
（ＳＡＡ浦里会員）
石井

健三

下村

正

馬場

清康

宮川
高柳

健治
春介

この2週間お休みいたしました。皆さんの楽しそうな写真を見ていて、出席
できなかったこと、残念に思いました。
6月最終理事会、無事終了しました。理事の皆さんご協力ありがとうござい
ました。それにしても、最後の割には難題ばかりですね！
先日の土曜日、45年ぶりの高校のクラス会に出席してきました。卒業写真と
比べてみて顔が分かった人は、17人中3名でした。（オウムの手配写真が本人に
似てないのは当然だとおもいました。）
これで、完納！ ちょっと早いですが、下村会長、小城幹事ご苦労様でした。
大変御世話になりました。ありがとうございます。

6月7日出席率

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

５０名

１３名

１名

２名

１名

７９．３６％
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プログラム予告
6月14日（木）
６月14日（木）
6月1６日（土）

6月21日（木）
6月27日（水）
6月28日（木）

TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I.

6月・地区関係

第２例会 各委員会委員長事業報告発表・第1･第2クラブ奉仕報告
１２:３０～ オークラ
7時～ ワイン同好会
ローターアクト第20回地区大会（12:00～登録開始）
13:00～17:30 つくば国際会議場
（19:00～21:00 懇親会 グランド東雲）
＊全会員出席移動例会扱いです！
第４例会 各委員会委員長事業報告発表
１２:３０～ アネックス１F昴西
6月ローターアクト例会 ７：３０～ グランド東雲
第５例会 クラブ総会・会長･幹事退任挨拶 １２:３０～ オークラ

７月５日（木）

2012-13中山正巳年度の第1回例会が始まります！

つくばのロータリークラブＦａｃｅｂｏｏｋ同好会（つくばオールロータリアン）は、現在非公開グループとしてＦａｃｅｂｏｏｋ
上に34人のメンバーで情報を共有しています。 （つくば学園・つくばシティ・つくばサンライズ・ローターアクト）

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

今年は雨の少ない6月で、さつきが殊の外美しく咲き誇って
います。天候の不順の一つなのでしょう。 天災災害は忘れた
ころにやって来ると言われますが、こう頻繁に起こると感覚が
マヒしてしまいます。 備えは何時も万全にしたいものです。
何をあなたなら、まずしておきますか？ 充電？食糧保存？
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/

