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 4月3日（木）に会員相互の親睦と交流を深める恒例になりまし

た「観桜会」が開催されました。当日はつくばシティRCの会長・幹

事、つくばサンライズRCの会長・幹事、つくばOAKライオンズクラ

ブの会長・幹事、そしてつくば青年会議所の理事長、専務理事を

来賓にお迎えして、開催されました。当日は折しも見頃を迎えた

「桜の花」が会場の中央に飾られ、室内でお花見ができる贅沢を

ホテルグランド東雲の鈴木会長のご尽力で演出していただきまし

た。美味しい料理とお酒と楽しい会話で、行く春のひと時を過ご

しました。 

親睦夜例会（観桜会）：ホテルグランド東雲 

4月3日（木）親睦夜例会（観桜会）報告 

 井田年度も４月に入りました。今年も恒例の観桜会を開催させ

ていただきます。 

 本日は鈴木会員にお骨折りいただき、会場に桜を飾り、華やか

な特設会場を準備していただきました。 

 本日はライオンズクラブ様をはじめ、青年会議所様、さらに、シ

ティロータリークラブ、サンライズロータリークラブの会長・幹事様

そして、来年度の米山奨学生等、多くの方にご出席いただき、厚く

御礼申し上げます。いっそうの懇親を深めるよい機会にしたいと

思います。 

 ４月の予定としては、４月６日に地区大会が開催されます。それ

井田会長挨拶 
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 こんばんは、今年も観桜会にお招きいただきありがとうございます。 

 今期、桜の花をこのように間近で見るのは今日がはじめてです。また、

他のクラブの多くの方と交流ができる機会をいただき大変嬉しく思いま

す。今後もこのような交流は末永く続いていくものだと思っております。

本日はお招きいただき本当にありがとうございました。 

つくばシティロータリークラブ会長 市川文江様 

 こんばんは、観桜会にお招きいただきありがとうございます。 

 今年度は合同例会や米山交流会、先週開催された懇親会等々、多くの

交流の機会をいただきました。つくば地域３会のロータリアンの交流が広

まる事は、素晴らしい事だと思います。 

 来る５月９日、つくば地区3会合同例会が行われます。その例会で、

2020年に開催されるオリンピックについての卓話を筑波大学の佐賀教授

にしていただく予定です。出来るだけ多くの方にご出席していただきた

いと思っております。皆様よろしくお願い致します、本日はお招きいただ

きありがとうございました。  

つくばサンライズロータリークラブ会長 堀内昭三様 

 本日は華やかな席にお招きいただき、誠にありがとうございます。 

 ロータリークラブとライオンズクラブと青年会議所、各クラブが、一同

に会する交流会は、はじめての試みだと思います。 

 この機会に親睦をよりいっそう深めていきたいと思います。今後とも

皆様よろしくお願い致します。 

つくば OAK ライオンズクラブ会長 仙台一保様 

が終わると、本格的に新年度の準備が始まります。残り少ない井田年度ですが、ロータリーの奉仕活動や交流活動

を積極的に行い、創立30周年へ向けての盤石な基盤を作り、飯田新年度に繋げていきたいと思っております。皆様

には更なるご協力をお願いしたいと思っております。よろしくお願い致します。  
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 本年度つくば青年会議所の理事長を務めさせていただいている、 

對﨑
ついざき

 寛と申します。 

 JCの先輩が多く所属している、ロータリークラブの皆様には、日頃から

大変お世話になっておりまして感謝申し上げます。 

 つくば青年会議所は、本年度111名の会員でスタートしました。日々会

員の拡大をめざして邁進しております。 

 直近の話題としては、筑波学院大学と地域の向上の為に、連携協定の

締結を結ばせていただきました。私達が例会として行う授業に、学生が

30時間のプログラムを受講するという運びとなっております。私達も大

学に出向き、社会経験などを話す機会をいただいております。来る４月27日に筑波学院大学で、つくばのいいとこ

ろを集めたイベントを開催する予定です。ご参加していただければ幸いです。最後につくば青年会議所に対して、

ご指導をいただけますようお願いし挨拶とさせていただきます。 

つくば青年会議所理事長 對﨑 寛様 

4月3日会場スナップ 

ついざき 
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 3月16日（日）「つくばスポーツ大賞2013」の表彰式

がイオンモールつくばで開催され、ノミネートされた

団体に記念の「楯」がつくば市岡田副市長から授与さ

れました。つくば学園ロータリークラブを代表して井

田会長が受け取りました。3月28日（金）「つくばダンス

アワード2013」の表彰式がつくばカピオホールで開催

され、当クラブが主催した「第1回つくばダン魂」が普

及振興賞を受賞しました。 

第1回つくば「ダン魂」表彰される 
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4月５・６日地区大会：県立県民文化センター 
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 4月3   日(木） ニコニコＢＯＸ  

本日の合計 ￥52,000 － 

本年度累計 ￥1,235,083 － 

本日は 10名のニコニコでした。   
御協力いただきありがとうございました。   

阿部 哲次 
先日の例会に名札を持ち帰り、本日も名札を忘れてしまいました。次回は、地区大会に忘れずに

持ってきます。 

飯田 正行 
ついに、第１回事前理事会がありました。１年間よろしくお願いします。また、今夜は素晴らしい桜と

素晴らしいお客様で、素晴らしい夜です。 

石井  一 今月は、妻の誕生日と長男の就職の御祝いがありました。 

鯨井 規功 
シティロータリーさん、サンライズロータリーさん、OAKライオンズクラブさん、つくば青年会議所

さん、本日はご参加頂きましてありがとうございました。これからもよろしくお願いします。 

菅原  俊 やっと、立って歩いて来ました。 

中山 正巳 
市内のロータリアン、ライオンズ、JAYCEEの皆様ご来訪ありがとうございます。東雲インペリアル

ルームの桜をお楽しみください。 

増田 忠則 
先週（3/28）美しいお花が届けられました。妻の誕生日でした。花の大好きな妻は大喜び！ RC

のお蔭です。有難う。 

矢島 定雄 
病気で、２ケ月間ご無沙汰していました。お陰様で無事生還しました。たくさんの人々に勇気をい

ただき大変ありがとうございました。今後とも頑張ります。 

山﨑 幸登 ソロプチGolfに行ってきました。スコアは今一です。 

つくばシ
ティRC 

本日は、御招待頂きまして有難うございます。学園RCのますますの発展をお祈りしております。 

 無断欠勤ゼロ、出席率向上を目指して 

会員数 出席数 欠席数 
出席 
免除 

メイク 
ゲスト 

出席率 

68名 45名 23名 3名 8名 80.30％＊ 

内無断 
欠席数 

0名 

  ４月３ 日(木) 出席報告  
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本日の御客様 
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いち

村
むら

文
ふみ

江
え

 様 幹 事  寺
てら

内
うち

利
とし

恭
やす

 様  

つくばサンライズロータリークラブ 会 長  堀
ほり

内
うち

昭
しょう

三
ぞう

 様 幹 事 三
み

須
す

桂
けい

太
た

 様  

つくばOAKライオンズクラブ 会 長 仙
せん

台
だい

一
かず

保
ほ

 様 幹 事 豊
とよ

﨑
さき

晃
こう

一
いち

 様  

つくば青年会議所 理事長 對
つい

﨑
ざき

 寛
ひろし

 様 専務理事 山関
やませき

重
しげ

人
と

 様  



 

 

Page 7 Page 7 

友好クラブ 
京都山城ロータリークラブ（第2650地区） 

 プログラム予告 ・4月・地区関係・ローターアクト 

つくばオールロータリアンＦａｃｅｂｏｏｋ同好会は、つくばの3クラブのロータリアンとローターアク
ト、インターアクトの情報などをＦａｃｅｂｏｏｋ上で共有しています。皆様、ぜひご活用ください。    

（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） 

４つのテスト４つのテスト 
１．真実かどうか１．真実かどうか            
２．みんなに公平か２．みんなに公平か        
３．好意と友情を深めるか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４．みんなのためになるかどうか  

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 

つくば研究支援センターＡ２８ 

電話  029-858-0100  FAX  029-858-0101  

Email : gakuenrc@46gama.com 

例会日  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 

 ホームページもご覧下さい  

http://www.46gama.com/ 
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 4月 17日 例会 新入会員卓話 ｢和田哲郎会員｣ 12：30～    

  会員誕生･奥様誕生･結婚祝､3月ニコニコ大賞  

4月 24日 移動例会 第2回職場訪問「塚田陶管㈱」   

  第２回職場訪問 ・14：45～ 各自現地集合（塚田陶管㈱駐車場をご利用） 

  ・15：00～ 見学 （見学終了後、各自で「山水亭」へ移動） 

  家庭集会(山水亭） ・18:00～ 懇親会（山水亭） ・19：00～ 

5月 1日 休会  定款細則第６条第１節により 

5月 8日 休会  5/9(金)３クラブ合同夜例会の為 

5月 9日 移動例会３クラブ合同夜例会 会場:ホテルグランド東雲 19：00～   

  ・18:30～ 受付開始 ・19:00～ 開宴 ・21:00 終了解散 

5月 15日 例会 新入会員卓話 和田哲郎会員 12：30～    

5月 22日 例会 招待卓話 サイバーダイン社 12：30～ 

  会員･奥様誕生､結婚祝 ４月ニコニコ大賞 

5月 29日 移動例親睦夜例会   19：00～    

  ｢ガーデン･パーティー｣ 会場 : ﾊﾞｯｸﾔｰﾄﾞ(青山会員のお店） 

   ・18:30～ 受付開始 ・19:00～ 開宴 ・21:00 終了後解散 


