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2012-13中山 

３月２１日(木) 例会報告 

会 報 

つくば学園ロータリークラブ    
It is the 27th year since 1986 TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I.  

Index 

点鐘と 幹事報告 / つくばシティRC20周年記念式典ご案内 

 2013-14地区役員・委員委嘱 / 地区大会準備報告 / 会員誕生祝 / その他   

 幹事報告 
(1)つくばシティRC創立２０周年記念式典 

  日時：5月12日(日) 14:00 

  場所：ホテルグランド東雲 

(2)つくば中央・つくば北警察署の交通安全 

  運動キャンペーン 

  日時：4月4日(木) 13:30、15:30 

 

(3)例会変更案内 

  石岡87RC 、土浦RC 詳細は事務局へ確認のこと 

(4)世界平和フォーラムの件 

 現在12名の申込み。20名分のチケットを準備していますので是非参加してください。 

 点鐘と幹事報告 

2013/03/21 

Vol. 35 

 つくばシティＲＣ 創立20周年記念式典のご案内 

 つくばシティＲＣ 20周年記念実行委員長 直江 忠則 様 
 本日は皆様に来る5月12日(日)14:00から開催しますつくば

シティＲＣ20周年記念式典、並びに懇親会のご案内に参りまし

た。 

 先ほど式典には全員登録してくださるとのお言葉をいただき

ましたので、皆様ぜひご参加ください。私は創立メンバーとい

うことで実行委員長をしておりますが、市川会長、大堀幹事が

しっかりと計画を進めてくれているところです。当日は楽しい

余興も用意していますので懇親会だけでもいいですからご参加

ください。よろしくお願いします。 

大里 幹事 井田 副会長 
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 地区大会準備報告① 
 川﨑 実行副委員長 
 全体的な進行状況を報告します。 

 まず、参加者の状況です。参加予定者を28のグループに分類しており、そ

の中で地区外ガバナー、地区外パストガバナーが21名と昨年の結城大会より

大きく増えています。野堀ガバナーの付合いの広さ、あるいはつくばの知名度

の高さかと思われます。受付は6つに区分されますが、つくばシティRC中心に

お願いしたいと思います。19日現在の出席者は1123名となっていますが、ま

だ返信のないクラブも5つあります。来場手段は大型バス16台、マイクロバス

9台、乗用車300台位になる見込みです。 

 次にプログラムです。2日目の大懇親会の前に入っていた20分ほどの友好地

区青少年交換使節団の発表会を本会議の中に組み替えました。初日の懇親会の

アトラクションはビオラ奏者の兎束俊之先生他、メゾソプラノ、ピアノ奏者の

3名の構成で30分ほど演奏していただきます。なお、ビオラの担当は馬場会員

にお願いしています。大懇親会の会場はオークラアネックスです。室内24

テーブル、ロビー8テーブルで640名ほど入れますが、人数が増えた場合につ

いてはホテル側と打合わせ中です。 

 会場運営 大里 幹事 
 プログラムは分刻みでの進行になります。手伝いの役割分担、スケジュール

を計画しますので、担当になった方はそれに従ってやっていただきたいと思い

ます。よろしくお願いします。 

 大懇親会 大野 会員 
 プログラム変更により大懇親会は14:30開宴となります。本会議終了から開

宴までの時間は10分しかありません。この間にノバホールから会場まで移動

することになりますので案内等を数か所設けスムーズにやらねばなりません。

手伝いの役割分担を決めますのでご協力お願いします。 

 エクスカーション 皆葉 会員 
 現在の参加予定者は30名弱、内容はJAXA見学です。参加者はアネックスで

昼食後、アネックス入口で受付(12:30)、その場から大型バスで出発(13:15)、

JAXA見学(14:00～15:15)、ホテル帰着(16:00)、晩餐会(17:00)という計画で

す。 

 駐車場 矢島 会員 
 来訪者の車を駐車場に適切に誘導することと、会場への来訪者の誘導を行い

ます。6,7名の応援が必要かと考えています。詳細は今後詰めていきますがご

協力お願いします。  

 2013-14 地区役員・委員 委嘱 
   野堀 喜作 ガバナー 
     地区諮問委員 

     ガバナー指名委員 

     地区研修サブリーダー 

     米山記念奨学会担当カウンセラー  
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 3月21日 例会スナップ① 
 

 地区大会準備報告② 
 接待(誘導案内) 東郷 会員 
 来賓を会場席まで案内する役目と、前の日も含めて面倒を見る役目となりま

す。京都山城RCの方々の案内は井田会員にお願いしています。また、主な来

賓(知事、市長等)には案内係を1人に1人づつ付けたいと思います。指名された

方はよろしくお願いします。 

 柴原 実行委員長 
 いよいよになってきました。各部門計画通りに進

行中です。一番大事なことはお客様をトラブルなく誘導することだと思いま

す。会員の皆様には積極的にご協力お願いします。 
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 ３月会員誕生祝 
  

       会員誕生日 

   2日 石井  一     様 19日 飯田 正行 様 

   8日 皆葉 真治 様 20日 赤羽 功次 様 

   9日 田口 幸男 様 25日 宮本  学   様 

 14日 下村  正   様 28日 鬼沢 善則 様 

 14日 大木 康毅 様 

 ニコニコBOX 3月14日 

 本日の合計    30,000円 

累計金額 1,198,100円 

 赤羽 功次 

誕生祝ありがとうございました。昨日3月20日で55歳になりました。

GoGoです。♪風もふえるヘアピンカーブ♪ 

来月の地区大会も、マッハ GoGoGo！で頑張りましょう。 

 飯田 正行 
誕生日のお祝いをありがとうございます。57歳になりました。元気な60代

に向けて再スタート！です。 

 大里 喜彦 
今年はどうして、こんなに風の強い日が多いのでしょうか？洗車しても，洗

車しても埃だらけです。あと少しですか？いい加減にしてほしいですね。 

 大野 治夫 

第2回職場訪問、浦里酒造見学会、懇親会お疲れ様でした。浦里会員には沢

山の霧筑波をいただきありがとうございまいた。また、来年もよろしく！ 

追伸 馬場ちゃん飲みすぎですよ。 

 下村 正 50代最後の悪あがきをしたいと思います。 

 中山 正巳 
地区大会PRの日当ありがとうございました。地区大会の弁当試食会ごちそ

う様でした。食い逃げします。 

20周年実行委員長 

   直江忠則 

会長 市川一隆 

幹事 大堀公司 

つくばシティRC、20周年のご案内に参りました。どうぞよろしくお願い申

し上げます。 

 3月21日 例会スナップ② 
 

地区大会と同じ お弁当 

 

ボリュームたっぷりでした。 



 友好クラブ 

京都山城ロータリークラブ（第2650地区） 

2010-11 Vol. 45 
TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 2012-13 Vol. 35 TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

  

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  

野堀喜作ガバナー事務所   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 

編集後記    クラブ会報・広報委員長：中野 勝 
今年は梅の開花が遅れ、その余韻を楽しんでいる間もなく桜前線が

一気に駆け上がってきました。昨年よりも1～2週間ほど早いそう

で、各地の名所ではお花見の準備が整わぬうちに満開を迎えてし

まったところも多いようです。何とも忙しい春のはじまりです。い

よいよ地区大会も1ヶ月後に迫ってきました。我々の方は各役員さ

ん方の連日のご苦労により準備が着々と整いつつあるようです。会

員の皆様、ぜひご協力を！！！ 

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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 プログラム予告 3/4月・地区関係・ローターアクト 
  3月28日(木) 3月第4例会 招待卓話「海外の医療事情について」      オークラホテル 12:30 

  4月  4日(木) 3クラブ合同例会「観桜会」、地区大会決起大会     ホテルグランド東雲  18:00 

  4月11日(木) 4月第2例会 地区大会準備、奥様誕生･結婚祝              オークラホテル 12:30 

              ニコニコ大賞 

  4月18日(木) 4月第3例会 地区大会準備、会員誕生祝                  オークラホテル 12:30 

  4月25日(木) 休会（地区大会に振替） 

  4月28日(日)･29日(月)   地区大会                           ノバホール 

本日のお客様 

 つくばシティRC 

   会長 市川 一隆 様 

   幹事 大堀 公司 様 

   20周年記念実行委員長 

      直江 忠則 様 

 出席率報告  ３月２１日（木） 例会 

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 

66名 50名 16名 2名 2名 3名 82.81％ 


