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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21日（木）

6月第4例会
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会長点鐘と挨拶

/

下村 正 会長
会長点鐘と
挨拶

本日3時に
つくば市北条
地区へ行き、北
条街づくり振
興会会長の坂
入英幸氏にお
会いして、大木ガバナーと野堀ガバナーエレクトと共に、地区からの
44万7656円と京都山城ＲＣ8万円とつくば学園ＲＣの募金40万円を合わせた92万円余の「北条ふれ
あい館」復旧復興への資金として使って頂くために贈呈しに行き
ます。 お時間のある方はどうぞ一緒にいらして下さい。

元呉服屋の店蔵を改造して新しい「北条ふれあい館」を改築するた
めに、今回の資金が使われます。 坂入会長自宅も屋根が吹き飛ん
で大変な被災をしましたが、傾いて無残にも解体されてしまった旧ふ
れあい館の代わりになる歴史的建造物の提供者との交渉など精力
的に動かれ復旧復興にこぎつけました。 改装を楽しみに！！
Page 1

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

TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I.

6/21例会スナップ
中華弁当・スープ・御飯

新入会員入会式 北島睦男 新会員紹介
北島睦男

新入会員入会式とご挨拶

「以前オブザーバーとして来たことの
あるつくば学園ＲＣに会員として参加で
きますことに感謝いたします。ロータ
リー会則を勉強して皆様のお仲間になれ
るようにしたいと思います。どうぞ宜し
くお願いします。」

国際ロータリー第2820地区ホームページ委員長挨拶
5月4日からのタイバンコク世界大会へのお礼とバトンタッチ！
齋藤章ＲＩ2820地区ホームページ委員長が結城からお越しになり、
タイバンコク世界大会への参加についてお礼の挨拶がありました。
「つくば学園ＲＣからは12名の参加を頂き有難うございました。2820
地区からは200名以上の参加があり、5月4日の茨城会にも140名以上
の参加がありました。 私としても初めての世界
大会でしたが、その規模の大きさには本当に驚き
感動いたしました。 無事に世界大会も終え本日
遅くなりましたがお礼のご挨拶に伺いました。」
野堀新ガバナーでは、齋藤章氏から、当クラブ岡本会員が次期地区ホーム
ページ委員長になり、野堀新ガバナーのホームページを製作・管理します。
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米山奨学会委員会 事業報告

飯田正行 委員長

目標の一人2万円寄付には未達成！
目標には達成できなかったが、奨学生の世話クラブになり、申文浩君を受け入れ、例会出席
や卓話を通して会員の米山奨学事業への理解を深めることが出来た。
寄付実績は、普通寄付（61名+62名）と特別寄付（42名）で合計114万7500円でした。

国際奉仕委員会 事業報告

矢島定雄 副委員長

東日本大震災を受けて国際から国内へ
国際奉仕から国内奉仕へ重心を移した年になりました。「う
なぎプロジェクト」で郡山のビックパレットふくしまへ避難さ
れている富岡町の皆様に美味しい鰻の蒲焼を届けました。古河
ＲＣとタイスリウォンＲＣとのマッチンググラントに認定され
ました。ＷＣＳ「タイ・放置自転車贈呈事業」は先方の事情で
中断しました。スコットランドからのＧＳＥを受け入れ、タイ
の洪水被害には緊急災害支援しました。国際親善奨学生笛田和
朗さんをサポートしました。

親睦活動委員会 事業報告

大堀健二 委員長

互いに親しみ合い仲良くをモットーに
結婚祝いで私が選んだ羊羹を妻と食べて絆を深めましたが、今年
も親睦活動は皆様の親睦に御役に立ったと思います。
直前会長幹事慰労会（7/14）、うなぎ納涼会（7/21）、ビアガーデン
例会（8/23）、ガバナーエレクト事務所開所祝い3クラブ合同例会
（9/15）、野堀ガバナーエレクトを励ます会（11/24）、クリスマスファミ
リーパーティー（12/24）、新春ゴルフ大会＆新年会（1/19）、さらに会
員誕生祝い（会員オリジナル霧筑波）、奥様誕生祝い（フラワーアレン
ジメント）、結婚祝い（虎屋一口羊羹セット）を用意お届けしました。 ク
リスマスパーティーでは、皆様のたくさんのご協賛を頂きありがとう
ございました。

ローターアクト地区大会お礼報告
ありがとうございました！
つくば学園ＲＡＣの竹来伸子 会長と次期幹事
伊藤永 会員が、お礼の挨拶に訪問されました。
6月27日(水)7時半から最終例会が東雲でありま
すので宜しくお願いします。
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北条地区支援金贈呈訪問報告
6月21日北条地区を大木ガバナーと訪問

竜巻の瓦礫も痛ましい北条地区で
した。願いの七夕飾りがひっそり訴
えていました。歴史のあるこの地
域は、文化の味わえる街でした。

中山年度の同好会再編成へのアンケート依頼
新しく同好会を結成して家族の参加も
中山年度から、同好会を親睦活動委員会の中に組み込み、予算を
組むことになります。 そこで、今回同好会の参加アンケートを実行
致すことになりました。 14の同好会を考えて皆様に参加をお願いし
たいと思います。 皆さまの同好会活動を支援していきます。
次期親睦活動委員長 石井健三
１、ハイキング同好会、 ２、野球同好会、 ３、ゴルフ同好会、 ４、
フィッシング同好会、 ５、マラソン同好会、 ６、サイクリング同好会、
７、ボウリング同好会、 ８、合唱同好会、 ９、ワイン嗜好同好会、 １０、そば打ち同好会、 １１、英会
話同好会、 １２、温泉旅行同好会、 １３、野点茶会同好会、 １４、観劇鑑賞同好会、 １５、その他
＊以上の同好会のお誘いアンケートを来週までに事務局からお送り致しますので、よろしくお願いし
ます。
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その他の報告
つくば市役所で自衛隊協力会
来週6月26日(火）につくば市役所で、毎年恒例の自衛隊協力会が開催され
ます。参加費は1000円です。どうぞお時間のある方は参加くださるようお
願いいたします。
増田忠則 会員

幸田さん追悼ゴルフ大会
来週6月27日(水）に、幸田杯ゴルフ大会を行います。是非参加募集しま
す。
東郷治久 会員

6月会員誕生祝
６月会員誕生日
１日 塚田 陽威 様
１日 山田 普
様
２日 布川 博
様
２０日 篠崎 忠志 様
２４日 東郷 治久
２８日 高野 勝

様
様

ニコニコＢＯＸ 6月21日
本日の合計
石川

英昭

井田

充夫

大木
齊藤
篠崎
塚越
増田

康毅
修一
忠志
俊祐
忠則

野堀

喜作

古本

捷治

齋藤

章

60,000円

累計金額

1,679,800円

特に何もないけれど…、多少でも寄上出来ればと！
下村年度の各委員長様、ご苦労様でした。来期、前に席を移さなければならな
い事を考えると、気は重くなりますが、楽しい木曜日になるよう頑張ります。
下村会長、1年間お疲れ様でした。大木も最後は頑張りました。宜しく！
あと、4,000円でしたね！支払いの切りの良いところで終わりにします。
6月20日で60歳になります。やれやれ！頑張ります！
本日で、ニコニコ目標達成したかな？
健康で例会に参加できること、感謝しております。感謝を込めて・・・！
北島先輩、入会して頂きありがとうございます。ロータリークラブを楽しんで
下さい。
下村さんご苦労様でした。私事ですが、社長を退任いたしました。後任は長男
になります。これからは、前にも増してブラブラ人生です。
遅くなりました。世界大会はたくさんご参加いただきありがとうございまし
た。お蔭様で茨城ナイトパーティー成功裡終りました。大木ガバナー事務所も残
すところ1週間になりました。
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プログラム予告

TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I.

6月・地区関係

6月27日（水） 6月ローターアクト例会 ７：３０～ グランド東雲
6月28日（木） 第５例会 クラブ総会・会長･幹事退任挨拶
１２:３０～ オークラ

6月21日出席率
本日のお客様

ＲＩ２８２０地区ホームページ委員長
つくば学園RAC会長 竹来伸子 様・次期幹事

齋藤 章 様
伊藤永会員
様

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

４７名

１６名

２名

２名

３名

８０．６５％

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

「スマートフォンのアプリで、全国タクシー配車というのが
あってＧＰＳ機能を利用して、いつでもどこでもタクシーを呼
び出せる機能を持っているようです。ビジネスチャンスが転
がっています。」（岡本会員曰く）「組み合わせ」という写真
を合成したアルバム作りのアプリも便利だそうです。すっかり
世の中、ＰＣやスマホで変化して来ました。情報時代に乗り遅
れないようについて行きましょうね、Facebookも！ 皆様！
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/

