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TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I.

It is the 27th year since 1986

７月１２日（木） 直前会長･幹事慰労会報告
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直前会長・直前幹事挨拶
下 村 正 直前会長挨拶
昨年は本当にお世話になりました。
思う存分ロータリーをやることができました。
これもみなさんのおかげだと思っています。思
い残すことなく棺桶に入ってしまいますが、ゾ
ンビのように地区大会事務局長として復活しま
すのでよろしくお願いします。
点鐘する 下村
正 会長
小城
豊 直前幹事挨拶
皆さん本当にお世話になりました。
今日は朝から強風、雨とこの慰労会ができるのか
と心配していましたが、雨も風も止み、まさに下
村年度の悪運の強さかと思っています。至らない
幹事でしたが皆さんに支えられて何とかやって来
れました。今後ともよろしくお願いします。

会長挨拶
中 山 正 巳 会長挨拶
今日はロータリアンには場違いのようなところに来ておりますが、たまにはこ
ういう雰囲気もいいかなと思います。このようなところで直前会長、幹事の
労をねぎらってあげればこれもロータリーの友情かと思います。青山会員の
お計らいもあり今日は皆さんと一緒にに賑やかに楽しみたいと思います。
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野堀喜作ガバナー挨拶
野堀 喜作 ガバナー挨拶
いよいよスタートしました。
下村前会長には地区大会事務局長を何とかお願いしました。増山幹事、中山会
長、そして皆さんのご協力で何とか一年間船を進めていきたいと思います。よ
ろしくお願いします。

出席率１００％会員表彰(下村年度)
下村年度 出席率１００％

表彰会員（敬称略）
石井健三(2年連続2回目)・井田充夫(7年連続7回
目)・上野修(累積17回目)・大里喜彦(初)・大野治夫
(8年連続8回目)・大堀健二(累積2回目)・岡本武志
(累積3回目)・小城豊(5年連続5回目)・川﨑庄一(累
積11回目)・鯨井規功(累積3回目)・倉持武久(累積
19回目)・齋藤修一(7年連続7回目)・佐藤裕光(7年
連続7回目)・篠崎忠志(初)・下村正(16年連続16回
目)・菅原俊(累積3回目)・鈴木敏雄(累積8回目)・須
藤宏達(初)・田上憲一(累積11回目)・田口幸男(累積
5回目)・東郷治久(累積9回目)・中野勝(2年連続2回
目)・中山正巳(累積5回目)・野堀喜作(累積12回
目)・増山栄(累積10回目)・馬目圭造(初)・皆葉真治

(累積6回目)・矢島定雄(2年連続2回目)

茨城新聞 ロータリー情報館に記事掲載！！
野堀喜作ガバナー、増山栄地区幹事、馬場清康会員
の３名で７月４日、水戸市の県庁と茨城新聞社を表敬
訪問し、今年度の活動計画を報告されました。
野堀ガバナーから橋本昌知事と茨城新聞社・小田部卓
社長らに地区のテーマは『クラブからのスタート』と
し、国際ロータリーのテーマ『奉仕を通じて平和を』
を各クラブから目指していきたいとの説明をされまし
た。
※

茨城新聞への掲載は7月18日です。
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７月１２日開場スナップ
下村直前会長・小城直前幹事 おつかれさまでした

川﨑前々会長の乾杯で慰労会のはじまりです
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ロータリーの友より
ロータリーの友の会 Ｖｏｌ．１
（国際ロータリー第2820地区茨城）
facebookページご紹介誌7月号

ロータリーの友の会（ＲＩ第2820地区茨城）facebookページ

http://www.facebook.com/ri2820rotarytomonokai
2012-13年第2820地区（茨城）のロータリーの友委員になりました石井健三（つくば学
園ＲＣ）と井澤卓司（水戸南ＲＣ）が中心になって、同地区2080名のロータリアンとその
周りの方のために、情報機関誌「ロータリーの友」を愛読して頂くために、広報と情報提供していきま
す。 さらにロータリアンの奉仕活動を紹介し、ロータリークラブを広く知ってもらい、同地区本年度ガ
バナー野堀喜作（つくば学園ＲＣ）と、この友の会の「いいね！」をしていただいた方との橋渡しのお役
に立ちたいと思います。
（写真はロータリーの友7月号表紙：田中作次ＲＩ会長ご夫妻です）

今年のロータリーの友地区代表委員としての
活動方針
7月1日（日）野堀ガバナーと相談した上、今
年の活動方針が決まりました。
１、全国紙「ロータリーの友」を購読して頂
き、さらに積極的に投稿参加してもらうため
に、これから紙面に掲載された2820地区ロー
タリアンを表彰していきます。予算に因って、
なにがしかの記念となるものも差し上げたいと
思っています。是非全国紙にご自分の名前を載
せて、ガバナーからの表彰状をゲットしてみて
下さい！
7月12日、日立港ＲＣの元会員ロータリー歌
壇（飯田浩氏・日立港）と会員ロータリー柳壇
（小松弘二氏・日立港）のお二人が表彰されま
した。
２、毎月「ロータリーの友の見どころ読みどこ
ろ」のコーナーを作って、ガバナー月信や
facebookやＨＰに発表し広報します。 また
そこにはどうやって投稿するのかのワンポイン
トアドバイスも載せていきます。
「ロータリーの友」は役に立つツールの一つで
す。
ロータリーの友地区代表委員 石井健三

7月今月の投稿ワンポイント・アドバイス
クラブバナーを紹介する「バナー自慢」というコーナーが
あります。残念ながら、全国34地区2300クラブの中で、昨年紹
介された茨城のロータリークラブは、たったの2クラブでし
た！ これは逆に今応募されたら、掲載される確率が高いと
考えるべきです。クラブバナーを紹介して下さい。
応募方法：バナー現物（折りたたまない）・説明文（50～100文
字）を添えて、直接「ロータリーの友」事務所へ送ってくださ
い。

宛先：一般社団法人ロータリーの友事務所

「ロータリーの友の見どころ読みどころ」7月号
１．なんといっても今月のメインはやはり新RI会長
の田中作次さんの方針と人となりを多面的にリ
ポートされて、大変好感持って田中作次会長を理
解し応援し協力したいと思える内容でした。
「他人への思いやり」がキーポイントだったなと
感じました。「他人とのふれあい」という言葉が使
われてなかった事も印象的でした。
更に一歩進んだ「超我の奉仕」へと視線が進ん
だ気になりました。
２．私たちの茨城地区の新ガバナー野堀喜作氏の
紹介も、とても「気さく」で親しみやすいお人柄が
うかがえます。紹介文は齊藤修一つくば学園ＲＣ
会員でした。
３．ＲＩ指定記事を見つけてみて下さい。 これは全
世界のロータリアンへの共通した記事です。世界
123万人3万4千クラブの200以上の国と地域の
ロータリアンがそれぞれの言語で、同じ記事を読
んでいると思うと、ビビッと感動をしますね。
「ロータリーの友の見どころ読みどころ」でした。
＊前回配信いたしました版に田中作次ＲＩ会長のお名前に
不備がございましたこと訂正しお詫び申し上げます。大変
失礼いたしました。 石井健三『友』委員

ロータリアンのあなたの投稿写真で、ロータ
リーの友の表紙を飾ってみませんか？
来年2013年1月号から6月号までの表紙を飾る写真を
公募しています。今年9月30日締切りです。
お一人3点まで応募できます。四つ切紙焼き写真を
送ってください。 元「アサヒカメラ」編集長岡井耀毅氏
（予定）が審査いたします。 直接「ロータリーの友」事
務所へ送ってください。
105-0011
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納涼パーティーのご案内
つくば学園ロータリークラブ

主催

夏の家族納涼パーティー2012
2012年8月9日（木）午後6時半受付～歓迎フラダンスショー
午後7時～9時パーティー
場所：カフェ・ガルテン・ブレーメン
今年は家族を意識した親睦活動企画です。 家族への思いやりから、他人への思いやり、しい
ては奉仕を通して平和を、という田中作次ＲＩ会長の奉仕の原点となります。
夏の納涼パーティーと冬のクリスマスパーティーは、こんな理念の下、楽しいクラブ活動をしたい
という中山会長の意向を基に企画いたしました。 つくば学園ローターアクトのメンバーも招待し
て、一緒に家族として楽しみます。 ＊各自3人目からお一人5千円追加徴収します。
ですから、どうぞご家族の歌や演奏を大募集いたします。 手作りのアットホームなパーティー
に致しましょう。
総額20万円以上（定価で）となるジュエリープレゼントもあります。 当日受付でお好きなジュ
エリーを二つ選んでノミネートして下さい。 抽選でプレゼントいたします。 敗者復活プレゼント
や「シンデレラプレゼント」なども用意しました。 奥様も一緒に、お楽しみに！

つくば市赤塚679-5

029-839-5838

７月５日（木）例会 出席報告

会員数

出席数

欠席数

内無断
欠席数

出席
免除

メイク
ゲスト

出席率

63名

47名

13名

0名

2名

0名

77.05％
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プログラム予告 7月/8月・地区関係・ローターアクト
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）
・会員誕生祝
オークラホテル
7月26日(木）12:30～ 第4回例会 ・各委員会事業計画発表
・新入会員卓話（調整中）
オークラホテル
8月2日(木） 12:30～ 第1回例会
オークラ アネックス
8月9日(木） 19:00～ 第2移動夜例会「夏の家族納涼パーティー」カフェ・ブレーメン
18:30～受付（ウェルカム・フラダンスショー）＊3人目から5千円徴収

つくばオールロータリアンＦａｃｅｂｏｏｋ同好会は、現在非公開グループとしてＦａｃｅｂｏｏｋ上に38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：中野 勝

最近は1年があっという間に過ぎてしまうと思っていました。しか
し、自分が会報委員としてスタートしてみると、会報を仕上げほっ
とする間もなく次週の会報作成が始まってしまうという繰り返しの
ようで、これがあと50週も続くと思うと1年というのは先が長いと
つくづく感じます。改めて下村前会長、小城前幹事1年間大変おつか
れさまでした。

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）

例会日

つくば学園ロータリークラブ

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」

〒305-0047 茨城県つくば市千現２丁目１番６

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

029-858-0100

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/

