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つくば学園ロータリークラブ
It is the 26th year since 1986
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大木ガバナーからのお礼挨拶

下村 正 会

つくば北条地区竜巻災害支援報告
先週6月21日（木）例会後に、竜巻被災地北条地区に復興支援事業として「北条街つくり振興会」へ
支援金の贈呈を行いました。 竜巻災害支援金の贈呈式の件にて、大木勲ガバナーより、御礼のご
連絡をいただきましたのでご案内いたします。 感無量です。
2011-12 つくば学園ＲＣ会長 下村 正
「野堀エレクト、下村会長およびつくば学園RCの皆様へ、
先日の竜巻被害の支援金贈呈式では大変お世話になりました。本日の茨城新聞にその記事が出
ていましたが、寄付の内容が少し不足しているようです。 月信７月号には地区ガバナーからは４４
万７６５６円を竜巻被害に寄付したとという報告書を掲載します。 なお茨城新聞の記事は月信のど
こかにコピーを掲載する予定です。
ところで、最後に被災街を見て廻る
ために北条地区の宮本金物店の前
の駐車場に停車しましたが、これが
なんと私の遠い親戚になり、私が車
に戻ってきたら家族中で迎えてくれ
ました。かって家族の皆さんを結城
病院で診察していたということも
わかりました。 なんと世の中は狭
いですね、お蔭でつくば学園RCと
の関係が深まり、切っても切れない
仲になったように感じています。
以上、お礼まで。
2820地区ガバナー 大木 勲」
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会長点鐘と最終挨拶

会長 下村 正

一人一人に心から感謝を！
思い起こすと、昨年の大地震で予定が変
更しだした川﨑パスト会長から引き継いで
野堀ガバナーエレクトの擁立と準備、事務
所開き、一連の地区会議をこなしながら、
多くの震災復興支援（うなぎ・サンタ・運
動会）や竜巻復興支援などを行えたことは、ひ
とえに皆様との協力の賜物であり、野堀さん、
川﨑さんのご指導の上に出来たことと、改めて
お一人お一人に感謝申します。
お名前をあげたら皆さんの名前を読み上げな
ければなりません。更に、京都山城友好クラブ
やつくばや近郊のロータリークラブとの協力も
忘れられません。
最後に小城幹事には最高の感謝を申します。

幹事最終挨拶

幹事 小城 豊

長いようで短かったのはマイペースのお蔭！？
情熱と精力的な会長の背中を見ながらついて行ったお蔭で、ウサギとカ
メの我々コンビでしたが、ストレスもなく無事に滞ることもなく全てうま
くいったようです。 これもみんな会長や事務局のお蔭と感謝いたしてお
ります。 2か月に1回は夜例会にして、親睦を深められたこともクラブの
活性化につながったものと思います。 この素晴らしい会員の皆さまに感
謝しつつ、本当にこの1年間お世話になりありがとうございました。

下村年度末クラブ総会と中山年度役員紹介
挙手をもって全員で承認！下村から中山へ
下村会長の提案で全員の挙手をもって、総会を無
事終了しました。 続いて、中山年度の新役員を中山
次期会長から発表されて、中山・大里コンビの執行部
の発足となり バトンタッチました。

また野堀ガバナーの新地区役員の紹
介もあり、野堀ガバナーを支えてこれ
から1年間協力していく高揚を新たに
しました。
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6/28例会スナップ
和風弁
当・スー
プ・御飯

ロータリーの友地区代表委員報告

石井健三

ロータリアンが興味を持って読んでくれるような活動をしていきます！
「ロータリーの友7月号」から興味深くなるような情報を毎月発信してまいります。
ロータリーの友の横書きでＲＩ指定記事という掲載記事は、全世界200ヵ国123万人が同
じ内容を同時に読むことになる記事です。今回は、田中作次ＲＩ新会長の「奉仕を通じ
て平和を」をその人となりを通して、わかり易く解説掲載しています。
是非ご一読お願いします。

つくば北条竜巻災害支援新聞掲載
6月21日茨城新聞地方版
に掲載！
「北条地区竜巻被災者支援
ＲＣが92万寄付」という見出し
で、写真入りの記事が早速掲
載されました。
本文では2820地区の一括で
92万円を贈呈したという不充
分な内容でしたが、本来は、つ
くば学園ＲＣ40万円と友好クラ
ブ京都山城ＲＣ8万円と地区か
ら44万円余を合わせて、92万
円余でした。
Page 3

2010-11
2011-12 Vol.
Vol. 45
46

TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I.

中山年度同好会参加アンケートのお願い
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。
田中作次新ＲＩ会長が提唱する「奉仕を通じて平和を」ということの基本には、まずロータリアンの
家族への思いやり（＝奉仕）から始まり、クラブへの思いやり（＝奉仕）、地域への思いやり（＝奉仕）、
国への思いやり（＝奉仕）、世界への思いやり（＝奉仕）と広がって、その思いやりが平和へと続いて
いくそうです。
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。 ご家族様との参加を推奨いたします。
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
＊以上の同好会の参加アンケートを今週ＦＡＸで事務局からお送り致しましたので、ご家族の参加
も含めて多数の参加をよろしくお願いします。

ローターアクト最終例会
竹来つくば学園ローターアクト会長最終例会
６月２７日(水)午後７時半から今期最後の例会で、本年度活動報告
を竹来会長が、次年度活動抱負を次期雨宮会長から報
告がありました。 つくば学園ＲＣから
は下村会長・皆葉地区ＲＡＣ委員・佐藤
新世代奉仕委員長・石井会員が参加、
総勢２０名余の賑やかな最終例会でし
た。
「ＲＡＣの活動運営の心配をよそに立
派に頑張りました。ありがとうござい
ました。」 下村会長

ローターアクト情報
キックオフも宜しくお願いします。
7月第一例会「キックオフ例会」
日 時
平成24年7月4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
登録料
1,000円
次期つくば学園ＲＡＣ会長
登録締切
平成24年7月3日（火）宜しくお願いします。
雨宮 稔樹
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思い出の写真2011～12下村年度クラブ会報から

7月14日直前会長幹事慰労会で25周年霧筑波のお披露目でしたね。

7月7日第1回会長挨拶！

7月うなぎプロジェクト視察と贈呈式

ＲＡＣとＢＷ大

9月ニコニコ大賞授与式

9月ガバナーエレクト事務所準備

一
月
ニ
コ
ニ
コ

寒い東雲ロビーＤＥＴＳ準備

2月幹事報告も忙し

3月会長挨拶

2月ＤＥＴＳと3月
ＰＥＴＳと4月地区
協議会開催し、ク
ラブ一丸で成功し
ました。次は来年
地区大会です。
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第4回国府田杯ゴルフ大会
第4回の国府田杯を開催しました。
急な日程にもかかわらず、本日６月２７日（水）につくばねカントリークラブで故国府田さんと親交の
有るメンバー10人が集まりました。 天気も良く、スコアも最高と言いたいところですが苦戦、苦戦
です。 表彰式には国府田氏の子息が駆けつけていただき、しばし個人を偲ぶことが出来ました。
Ｆａｃｅｂｏｏｋより
下村 正 会長
＊編集から：前回号で故人国府田氏のお名前を間違えてしまいました。 訂正しお詫び致します。

友好クラブ京都山城ＲＣ会長からの挨拶状
下村会長様
この1年間大変お世話になりました。
特に調印式では盛大に歓迎していただきありがとうございました。
昨日、新旧引継ぎ式を行いホッとしているところです。
終わりにあたり、上村会長のメッセージをお送りします。
なお、次年度私は交流副委員長として、引き続き連絡役をさせていただきますのでよろしくお願いし
ます。
東 京都山城ＲＣ幹事
（上村会長メッセージ）
下村

正 会長

様

先日の調印式では大変お世話になりました。
帰りには、会長さんにホテルまで送っていただきありがとうございました。
さて、貴クラブでは、昨年地震・原発さらに竜巻と災難の続く中で、種々活動を展開しておられるの
をお聞きして、敬意を表するとともに、我々も参考にさせていただくこと
が多々ありました。
1年はあっという間でしたが、もう次年度の活動が始まっています。
そして、うれしいことに、7月に会員が一人増えます。貴クラブに負けな
いように増強に努めたいと思います。
まもなく野堀ガバナーの誕生ですね。さらに忙しくなるでしょうが、ク
ラブを挙げて立派に果たされんことを祈念しています。
我々も、来年の地区大会には、出来るだけ大勢の者がお邪魔するつも
りです。その節はまたお世話になりますがよろしくお願いします。
次年度も、貴クラブがますます発展されんことを祈念し、お礼と退任
のご挨拶とします。会員の皆様によろしくお伝えください。
平成24年6月28日
京都山城ＲＣ
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ニコニコＢＯＸ 6月28日 5・6月大賞/年間大賞
浦里浩司ＳＡ委員
今日はニコニコ22名になり、年間目
標180万円を今日、なんと達成いた
しました！！

5月・6月大賞は倉持会員・石川会員に、
年間大賞は野堀会員に決まりました。

本日の合計
赤羽

功次

飯田

正行

石井

健三

石川

英昭

井田
上野
浦里
小城

充夫
修
浩司
豊

川﨑

庄一

岡本

武志

倉持

武久

倉持

武久

下村

正

菅原

俊

東郷

治久

中野

勝

野堀

喜作

増田
皆葉
宮武

忠則
真治
孝之

矢島

定雄

吉岡

昭文

１３５，２００円

累計金額

１，８１５，０００円

昨日、私が2年前に店長をしていた、西武沼津店が来年1月末で営業終了するという、とても残念なニュース
が流れました。 ここ筑波も、来年、イオンやコストコが出店するなど、厳しいマーケットではありますが、店の
運営もロータリーの活動も、ますます頑張っていきたいと思います。
下村会長、小城幹事本当にお疲れ様でした。次回からはニコニコを集める立場になります。
皆様ご協力をお願いします。
下村会長、小城幹事お疲れ様でした。 この一年は、たくさんの事業をご一緒して会報・広報しましたね。
大切な思い出です。
下村会長、小城幹事1年間ご苦労様でした。次年度は地区野堀ガバナー年度および、クラブは中山会長、大
里幹事にてにての運営、大変いそがしくなる年度と思われます。
会員一同、皆協力することにより優秀にて終了出来ます様念じます。
下村会長、小城幹事大変な年度を対応頂き、ご苦労様でした。今後の活躍も期待しております。
下村会長、小城幹事1年間お疲れ様です。 ステキな1年を楽しませていただきました。
やっとオーラスでニコニコ完納です。
1年間御世話になりました。

下村会長、小城幹事1年間お疲れ様でした。

皆さんのご協力感謝いたします。！

下村会長、小城幹事1年間大変ご苦労様でした。 歴史に残る素晴らしい会長でした。
1年間ありがとうございました。
下村会長、小城幹事お疲れ様でした。自分もSAA委員長何とかこなせました。
ニコニコにご協力いただきありがとうございました。
下村会長、小城幹事お疲れ様でした。

今年度、ご一緒に活動できたことを誇りに思います。

健康診断で心臓疾患が見つかり、今後は活動をスローダウンしなければなりません。
つきましては、好きな事だけを適当にやらせていただきます。 ご容赦のほど。
皆さん、感動、感無量の１年間でした。ご協力ありがとうございました。

忘れられない1年でした。

下村会長、小城幹事1年間ご苦労様でした。よい経験が出来ました。有難うございました。
最後にユーモア大賞下さい。
早いもので、無類のゴルフ好きだった国府田さんが亡くなられて、丸3年が経ちました。追悼ゴルフが行われ
ましたが、その国府田さんが天国から応援してくれたせいで、私が優勝してしまいました。
国府田さんに感謝！感謝です。 ありがとうございました。
下村会長、小城幹事1年間お疲れ様でした。
下村会長、小城幹事1年間大変御世話になりました。
お蔭様で次年度の準備が、チャクチャクに出来ました。

大変有難うございました。

下村会長、小城幹事1年間本当にご苦労様でした。 楽しい1年間でした。
下村会長、小城幹事大変お疲れ様でした。

いつも楽しいフェイスブック有難うございました。

下村会長、小城幹事1年間有難うございました。
下村年度の役員の皆さん大変ご苦労山でした。新年度の中山年度、私は出席委員長を拝命しまいた。気を
引き締め出席率UPに努力します。 厳しくやりますので、宜しくお願いします。
息子の入会を宜しくお願いします。 親も元気なうちは入会を続けさせていただきます。
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お客様紹介
岡本武志SAA委員長
この一年間、無事ＳＡＡ委
員長を務めることが出来ま
した。的確な運営を務めら
れ、心から皆様に感謝いた
しております。

この1年間、食事
の準備をしてくれ
たオークラフロン
ティアホテルつく
ばの支配人に感謝
状を贈呈しました

７月入会予定のお客様紹介
吉岡隆久

岡田哲也

様

吉岡昭文の息子で、二の
宮に法律事務所を開業い
たしました。宜しくお願
いします。

様

青年会議所を終えて暫く
休んでいましたが、この
度会員としてお仲間に入
りたいとお願いします。

ロータリーソング斉唱で下村年度の最終例会終了！

6月28日出席率
本日のお客様 7月入会者予定者
岡田哲也 様
吉岡隆久 様
主席率100％以上は今年
は28名になりました。
7月12日に表彰です。

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

６４名

４９名

１５名

２名

２名

２名

８２．２５％
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中山年度７月・地区関係・ローターアクト

7月4日(水) 19:30～ ローターアクト「キックオフ例会」 グランド東雲
7月5日(木) 11:00～ 理事会 オークラ 新館アネックス ２F「夕映え」
（理事、P委員長、親睦委員長 ）
12:30～ 第1回例会 ・会長、幹事就任挨拶 オークラアネックス「昴西」
・つくばシティRC会長・幹事 表敬訪問
・2011-201年度国際親善奨学生挨拶 卯城大様
・理事事業計画発表・7月奥様誕生・結婚祝
7月12日(木) 19:00～21時 第2回移動例会 直前会長・幹事慰労会
「バックヤード・カフェ」（洞峰公園向かいのつくば市二の宮2-14-15）
７月18日(水) 19:30～ ローターアクト 通常例会 グランド東雲
7月19日(木) 12:30～ 第3回例会 ・サンライズRC 会長・幹事表敬訪問
・各委員会委員長事業計画発表・新入会員卓話（調整中）・7月会員誕生祝
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

クラブ会報・広報委員長：石井健三

本年度末の引継と新年度準備で、クラブ会報広報委員会・親睦活

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

動委員会・ロータリーの友地区代表委員・ガバナー通信委員補佐・
地区大会準備とやらなければならないことが山のように積み重なっ
てしまいました。田中作次ＲＩ会長の「思いやりの心を重んじ調和
へといたる道こそ奉仕の生き方、これこそ超我の奉仕」との言葉を
胸に、さらに今後も活動していきたいと思います。
1年間クラブ会報広報を貫徹しました。ありがとうございました。

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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