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つくば学園ロータリークラブ
TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I.

It is the 27th year since 1986

４月１１日(木) 例会報告
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点鐘と会長挨拶
中山 正巳 会長
私ごとですが、4月9日に58歳になりました。皆様からお祝いの言葉をいた
だきましたが、”いつまでも若くいてください”などと言われるとちょっと寂
しい気もします。気持ちはいつまでも青年のつもりで頑張っていきたいと思い
ます。
中山年度も井田年度の事前理事会が始まり少し荷が軽くなってきました。と
はいっても地区大会が3週間後に控えていますので、気を引き締めていきたいと
思います。川﨑前々会長、下村直前会長が準備に奔走されて、会長としても一
生懸命やって行きたいと思います。4月27日、28日、29日の3日間のうちど
こか1日でもお手伝いいただけると助かりますので、ぜひご協力お願いします。
今年度は“元気なクラブ“ということで会員増強を掲げましたが、63名のスタートで現時点で65名で
す。5月16日(木)の例会は昼に加え、夜にオリエンテーションを実施しますのでロータリーに推薦したい人
がいればぜひお誘いください。
いま気になっているのは北朝鮮の問題です。これで地区大会が中止にならないでくれと願っております。5
月には世界平和フォーラムが広島であり、十数名で行ってまいります。本当に世界が平和であって欲しいな
と願っております。

幹事報告
大里 喜彦 幹事
(1)5月プログラムの件 承認
(2)第2回職場訪問「浦里酒造見学」 決算報告 承認
(3)つくばシティRC 20周年例会 5月12日(日) 全員登録
(4)京都山城ＲＣの件
・4月29日の地区大会にご参加後、交流会を実施
・友好調印式は再来年の京都山城RC25周年のときに実施予定
(5)米山奨学生受入れの件 ベトナムの26歳の男性に決定：東郷会員受入れ
(6)その他
・ピンクリボンフェスティバル 5月12日(日)
・つくばシティRC、土浦RC、土浦南RCの例会変更案内有
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入会式
水戸証券 つくば支店長

高畠 克友 様

地区大会準備
下村 事務局長
第1部門(受付・案内) 上野、本多
第2部門(会場運営)
川﨑、大里、小城、岡田、浦里、倉持、馬目、前島、宮武
大堀、大野、高田、赤羽、菅原、飯田、塚越、大木、阿部
第3部門(記録・出版) 篠崎、中野、石井健、田口
第4部門(エクスカーション) 皆葉、北島、大堀、塚田、前島、磯山
第5部門(駐車場)
矢島、菅原、石井一、高野、アクト(応援)
第6部門(晩餐会)
中山、馬場、馬目、鬼沢、吉岡隆、宮川
第7部門(接待)
東郷、柴原、井田、鈴木、増田、田上、石川
(敬称略)
晩餐会ではお手伝いの方の食事はオークラのお弁当になります。また、晩餐会は20時に終了、21時
から2次会をクラブ「善」にて行います。80名で予約していますが、参加者が少ないと赤字になってし
まいますのでうちのクラブの人に参加をお願いするかもしれません。

川﨑 副実行委員長
現在の参加人数が1,209名、ノバホールの収容人員が1,000人ですので市内3クラブと第6分区の会
員数の多いクラブにお願いして座席を付けないような状況になってしまいます。

中山 第6部門責任者
第1日目は本会議が16時30分に終わり、出席された会長・幹事さんたちはエポカルに宿泊となりま
す。エポカルに誘導してチェックインをしていただき、17時30分には晩餐会が始まるというタイトな
スケジュールになっています。いま晩餐会担当は6名ですが、経路の途中々に案内が必要になりますの
であいている方々の協力をお願いすることになります。分刻みの行動になりますので大まかなタイムス
ケジュールを事務局に用意していただき、各自が行動表を作っていただければ助かります。

東郷 第7部門責任者
接待については第1、第2部門とかぶることが多いと思いますので、第1、第2部
門の方々にはこちらからご指名をさせていただいて接待部門に入っていただきます
のでよろしくお願いします。
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４月１１日 例会スナップ

４月会員結婚祝・奥様誕生祝
結婚祝い
3日 小城 豊♥由美
4日 柴原 浩♥桂子
4日 佐藤 裕光♥由紀子
10日 細田 市郎♥昌子
10日 鬼沢 一彦♥有紀子
19日 下村 正♥宏子
20日 小堀 恒雄♥静江
20日 皆葉 真治♥直美
25日 小関 迪♥暎子
26日 高野 勝♥園子
27日 前島 正基♥朋子

奥様誕生日
1日 石井 早苗 様
10日 大野 佐多子 様
12日 矢島 ミヨ子 様
13日 井田 優子 様
28日 高野 園子 様
29日 田口 葉子 様
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３月あんたが大賞(ニコニコ大賞)
妻の誕生祝いありがとうございます。21日？24日？27日のどれが誕生日
かピンとこないので、帰ってからそれを良く確かめないと・・・。

浦里 浩司

ニコニコBOX 4月4日・11日
4月4日
飯田 正行

鈴木会長はじめ東雲の皆様、毎年素晴らしい桜をありがとうございます。
昨年の誕生祝いを本日いただきました。今年初参加！なかなか参加できな
くて申し訳ありません。

藤川 雅海
4月11日

先月末に、末娘が大学入学の為、神戸に行ってしまいました。２５年ぶり
の妻との２人の生活です。新婚時代のようにラブラブです。
結婚記念祝ありがとうございました。女房の車のナンバーが記念日の指定
ナンバーなので、一年中忘れる事はありません。
気が付くと、今年度もあと２か月。ニコニコのノルマも１２分の１０にし
なければ・・・・頑張ります。
東雲にて、観桜会を開催させていただきましてありがとうございました。
妻の誕生日と、結婚記念日“W”でのお祝いをありがとうございます。後
何回祝ってもらえるか？精進して頑張ります。
結婚祝いありがとうございます。２２年間でようやく、結婚生活のコツが
つかめたようです。これからも地雷に気を付けます。
孫娘が小学校に入学しました。私の母校です。本音はこのまま成長が止
まってくれれば・・・と思います。
ワイフの誕生祝いありがとうございます。明日ですが、プレゼントを急ぎ
用意したいと思います。

大里 喜彦
小城 豊
齊藤 修一
鈴木 敏雄
高野 勝
前島 正基
増山 栄
矢島 定雄

本日の合計
累計金額

出席率報告

56,000円
1,298,100円

4月11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

65名

55名

10名

0名

2名

0名

87.30％
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プログラム予告 4月・地区関係・ローターアクト
4月18日(木) 4月第3例会 地区大会準備、会員誕生祝
4月25日(木) 休会（地区大会に振替）
4月28日(日) 地区大会１日目 会長・幹事会
本会議
会長代理歓迎晩餐会
4月29日(月) 地区大会２日目 本会議
大懇親会

オークラホテル 12:30
登録開始 8:15 開会 9:00
ノバホール
登録開始11:00 開会13:00
ノバホール
受付17:00 開宴17:30
ホテルオークラ
登録開始 8:15 開会 9:00
ノバホール
開宴14:30
ホテルオークラ

4月15日につくば学園ロータリークラブFacebookページを公開いたしました。今後、公共イメージと
認知度アップに役立てていきます。
また、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
タアクト、インタアクトの情報などをＦａｃｅｂｏｏｋ上で共有しています。現在38人のメンバーで
構成され、2012年12月からは一般公開して、ロータリークラブのため、更に他クラブとの交流・発
展に活用しています。
（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

次年度の事前理事会も始まりました。各委員会の役員も決まりつつ
あるようです。そういえば、昨年の今頃に石井健三会員から会報作
りのレクチャーを受け、気が重くなったことを思い出します。そん
な思いもありましたが、今度は私が次の方にバトンを渡す番になっ
てきました。次の委員の方には“頑張ってね”ではなく“気楽に
ね”とお伝えしておきます(^_^)

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

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

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

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/

