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2012-13中山 

５月２日(木)例会＆地区大会 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 

会長点鐘と挨拶 / 幹事報告 / 地区大会を振り返って 

結婚祝・奥様誕生祝 / あんたが大賞 / 地区大会スナップ / その他   

 中山 正巳 会長   
 野堀ガバナーにおかれては地区大会大変ご苦労様でした。また、皆様

方におかれても３日間大変ご苦労様でした。地区大会は本当に重い大会

でした。それまでの準備期間、柴原実行委員長はじめ実行委員会の皆様

に一生懸命やっていただき、そのご苦労が実ったと思っております。結

果、最後には野堀ガバナーに大変感激していただきました。私もその感

激を身に染みて感じた次第です。 

 この大きなイベントが終わって、やっと私の年度が回ってきたかなと

思っています。残された２ケ月間を会の運営に頑張っていきたいと

思っっております。その中でお願いしておきたいのは会員増強です。本年度は“元気なクラブ“という

運営目標を立てさせていただきまして、５月23日(木)の夜にオリエンテーションを計画しています。川

﨑会員にはもう一度元気を振り絞って頑張っていただきたいと思っています。皆様にも周りに誘いたい

方がいたらぜひ声掛けをお願いします。5名増強を目標に掲げましたのでそれ以上の増強をして次年度

に引き継ぎたいと思っていますのでご協力お願いします。 

 会長点鐘と挨拶 

2013/05/02 

Vol. 40 

 大里 喜彦 幹事   

 (1)野堀ガバナーより地区大会の御礼状受領。 

 (2)例会変更案内有。事務局に確認要。 

 (3)大子RCより”この指とまれ“の領収書、御礼状受領。 

 (4)6月プログラム承認。 

   6月例会は各委員長からの報告、同好会の活動報告予定。 

 (5)下山田会計委員長から3月までの会計報告有。承認。 

 (6)石井親睦委員長から観桜会決算報告有。 

 (7)５月23日(木)に会員増強のオリエンテーション実施予定。 

   国籍、老若男女、年齢を一切問いませんのでご紹介ください。 
 (8)京都山城RCのパストガバナー福井様より”福寿園“のティー 

   バックをいただきましたのでお持ち帰りください。 

 幹事報告 
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 地区大会を振り返って① 
 つくばシティRC会長 市川 一隆 様 
 先日は皆様ご苦労様でした。また、野堀ガバナー大変お疲れ様でし

た。我々もコ・ホストながら大したこともできませんでしたが、受付

の手伝いをさせていただきました。大変貴重な体験と感じています。

シティRCも例会の出席率はよくないんですが、当日はご馳走もあり出

席率が高かったようです。昨日の例会では皆、あれだけの人を集める

のは大変だと話題に上っていました。皆様方が一致団結した結果だと

改めて感じております。 

 つくばサンライズRC会長 鈴木 一雄 様 
 我々のクラブも当日からお手伝いをさせていただき、ありがとうござ

いました。貴重な経験をさせていただいたと思っており、今後ともロー

タリアンとしての思いを参考にさせていただきたいと思いますのでご指

導よろしくお願いします。 

 

 

 

 柴原 浩 地区大会実行委員長 

 皆様お疲れ様でした。誰の力というよりも全体の力で盛り上がった大

会でした。素晴らしい企画、他のクラブからも称賛をいただき改めて当

クラブを見直しました。つくばの3クラブが一体となって成り立ったと

感じています。シティRC、サンライズRCの皆様ありがとうございまし

た。 

 川﨑 庄一 地区大会実行副委員長 
 去年の7月から10ヶ月間準備をしてきて、本番が近づくにつれだん

だん緊張感が高まり、4月のリハーサルを経て無事2日間乗り切りホッ

としたところです。緊張の糸が切れ今日は体調を崩してしまいました。

会員の皆さんがそれぞれの役割をしっかりやってくれたお蔭で成功した

ものと思っています。  

 当日、私は舞台の袖で時計を前に進行台本とプログラムを広げ進行状

況をずっと確認していました。進行にあたって一番大事なことが登壇者

の誘導でした。初日は予定通りスムーズにいきましたが、2日目はポイ

ントとなるクラブ紹介が予定より10分早く終了しホッとしていたとこ

ろRI会長代理講評が10分オーバーとなりギリギリ時間に収まるなどハ

プニングもありました。また、昼食を抜きにしたので友愛コーナーに用意したものがあっという間にな

くなっていました。もう少し用意しておけばよかったと反省しています。もう一つの心配が大懇親会で

したが、何とか無事に済み安堵しました。 

 今回は企画会社に丸投げではなく自分たちの力を結集して何とかできないかということでスタートし

ました。東京企画はいろんな地区の大会をやって慣れていましたのでスムーズに運営でき、あれだけの

予算でよくやっていただいたと思っています。大会が終わって誰もいなくなった客席を見たときに2日

間夢を見ていたような気分になりました。客席から大会を見ることはこれからもあると思いますが、舞

台から見ていたということに感慨深いものがありました。 

 各係の皆様には早朝からお手伝いいただき、その中で駐車場係には矢島会員はじめライン引きなど骨

の折れる作業をしていただき感謝しています。また、磯山会員には駐車場から出ていくバス1台1台にに

対し手を振って頭を下げて挨拶してくれ好印象を与えたと思っています。 

 皆様、2日間本当にありがとうございました。 
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 地区大会を振り返って② 
 齊藤 修一 地区副幹事 
 地区大会が終わりホッとしてると思いますが、私自身としてはやり

きれなかったことがあって心残りのところがあります。また、野堀年

度は6月まであり、ガバナー事務所が閉鎖する予定が8月末となりま

すのでまだまだ気が抜けない状況です。もうちょっとですが頑張って

いきたいと思います。 

 下村 正 地区大会事務局長 
 まずは協賛いただいた会員企業の皆様ありがとうございました。 

（常陽銀行、筑波銀行、野村証券、水戸証券、ベストランドの皆様） 

 出来ればこのノウハウを早くシティＲＣでガバナーを輩出していただければと思っています。 

 つくば学園ＲＡＣ情報 
 5月第2例会のご案内 
  

   日 時  平成25年5月15日(水) 

         開会点鐘 19：30   

         閉会点鐘 20：45   

   場 所  ホテル東雲 

   内 容  山崎由美子様 卓話「イニシエーションスピーチ」 

 

        ※山崎様は7月よりつくば学園ローターアクトクラブに入会予定です。 

 

   登録料   1,000円 

   登録締切  平成25年5月14日(火) 

 

   登録並びに問い合わせ先  

    つくば学園ローターアクトクラブ 伊藤 永 

     Mail： gakuen.rac2012gmail.com 
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 ５月２日 例会スナップ 
 

 

 ５月会員結婚祝・奥様誕生祝 

  結婚祝い 

  3日 布川  博♥鈴子 

  3日 馬場 清康♥二三子 

16日 塚田 陽威♥千恵子 

17日 飯田 正行♥満里子 

26日 増山  栄♥美紀子 

  奥様誕生日 

23日 皆葉  直美  様 

30日 小須田 すみ江 様 

 ４月あんたが大賞(ニコニコ大賞) 
 

 増 山 栄 

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。 

 上 野 修 

誕生日、ありがとうございます。霧筑波

を飲みながら、さて、私は何歳なのか…

考えなくなりました。それはどうでもい

いかな？ もしかして、こんな考え方っ

て何かが始まったことでしょうか？ 
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 地区大会スナップ① 
 開場前の準備 

 大会本番＆懇親会 
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 地区大会スナップ② 

 京都山城ＲＣ 懇親会 
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 ニコニコBOX 5月2日 

 

本日の合計       87,000円 

累計金額    1,435,100円 

飯田 正行 よくできました！ 

大里 喜彦 

本日の理事会にて、6月プログラム「会長・幹事退任の挨拶」などと、議

題に上がりました。とっても嬉しくなりました。もうちょっとです。よろ

しくお願いします。 

川﨑 庄一 
地区大会、2日間皆様のご協力で無事終了する事が出来ました。夢のよう

な2日間でした。本当にありがとうございました。 

齊藤 修一 
地区大会、大変お疲れ様でした。準備を含めて3日間の疲れが、まだ出て

いません。年をとると体の反応も遅くなるんですね。 

柴原 浩 
地区大会、大成功でした。お疲れ様でした。皆でやり遂げるということ

は、素晴らしいことですね。感謝感謝です！ 

下村 正 
本日、つくば市を始め、大会関係者のお礼を完了して、事務局長を辞任し

ます。（笑、^_^） 

菅原 俊 

皆様、地区大会お疲れ様でした。勝手な写真の撮影と公開、誠にすみませ

ん。野堀ガバナー、「カブトムシ」の写真流出しました。地区大会の盛況

に免じて許して下さい。 

高野 勝 

地区大会大成功、皆さんご苦労様でした。山城ロータリーの歓迎パー

ティーでは、ベストランドをご利用いただきまして、ありがとうございま

した。 

塚田 陽威 
地区大会盛会に終わって、野堀ガバナー、役員のみなさん、会員の皆さ

ん、大変ご苦労様でした。 

東郷 治久 

実際に実行までには、心配しておりましたが何とか、地区大会が成功に終

わりました。我がクラブのチームワークの勝利だったと思います。皆様、

本当にお疲れ様でした。 

中山 正巳 地区大会ご苦労様でした。大成功 バンザイ！ 

野堀 喜作 
地区大会、大変ご苦労様でした。そして、ありがとうございました。お世

話になりました。 

増山 栄 

28,29日の地区大会では、皆様に大変お世話になりました。 

お陰様で、天候にも恵まれ、素晴らしい大会になりました。 

来場されて方々も楽しまれ、有意義な時を過ごされたと思います。ありが

とうございました。 

増山 栄 
5/26、結婚40周年を迎えます。何も出来ませんので、ケーキを忘れずに

持っていきます。 

宮武 孝之 先日は地区大会のお手伝いが出来なくて申し訳ございませんでした。 

矢島 定雄 

駐車場係で、30日に廻りのゴミ拾いをしてましたら、なんと、古く汚れ

た5,000円札が有りました。天の恵みか？草の間に、ニコニコへ寄付しま

す。 

つくばシティ 

市川 一隆 

先日の地区大会、大変お疲れ様でした。貴重な経験ができました。また、

5月12日の弊クラブの20周年記念式典、どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

つくばサンライズ 

鈴木 一雄 
皆様、大変お疲れ様でした。 



 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. 40 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 
とうとう風薫る5月になりました。本年度の最大のイベント地区大

会も絶好の日和の中無事盛大に執り行われました。この日のために

1年間準備をしてくれた実行委員会の皆様、本当にご苦労様でし

た。また、会員の皆様、早朝よりお疲れ様でした。あまりにも大き

なイベントを乗り切ったせいか皆様ホッとして少々気が抜けてし

まったようです。爽やかな季節です。外に出て心身をリフレッシュ

してみては如何でしょうか。 

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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 プログラム予告 5月・地区関係・ローターアクト 
  5月  9日(木) 次年度 家庭集会                      山水亭     19:00 

  5月12日(日) 移動例会「つくばシティRC 創立20周年記念例会」   ホテルグランド東雲  14:00 

  5月14日(水) つくば学園RAC 5月第2例会              ホテルグランド東雲  19:30 

  5月16日(木) 5月第3例会 会員増強例会、会員誕生祝           ホテルオークラ  12:30 

  5月23日(木) 5月第4例会 米山奨学生 招待卓話             ホテルオークラ  12:30 

  5月23日(木) 新入会員オリエンテーション                 山水亭     19:00 

  5月30日(木) 休会（定款第６条により） 

本日のお客様 

 つくばシティRC会長 

   市川 一隆 様 

 つくばサンライズRC会長 

   鈴木 一雄 様 

 出席率報告  5月2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 45名 20名 3名 2名 2名 74.60％ 


