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2012-13中山 

６月２０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 
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 中山 会長   
 クラブ総会が終わると肩の荷がずっと軽くなります。１年間務めさせていただいたという実感が来て

おります。忙しいときは土曜日も日曜日も出かけていたような時期もありましたが、ここ２週間ほどは

ロータリーの用事も大分減ってきて、昨日つくば学園RACの最終例会に参加した程度です。 

 私が会長に任命されたのは、私がSAAをやっていた時でした。東日本大震災の影響で会長エレクト、

ノミニーともクラブを退会することになり、嫌な予感が的中し急遽私がご指名を受けたわけです。幹事

についても大里会員に急遽登板いただきました。会長職という身に余る職を仰せつかりましたが、７年

前のクラブ２０周年の時に幹事をやり、その時の会長であった野堀ガバナーの年齢と同じだとわかり途

中からは開き直りの気持ちで１年間やって来れました。会長をやるにあたっては、副会長、各委員長さ

んにご苦労をおかけしたかと思います。本年度は自分の仕事でもロータリー活動を優先し木曜日を空け

るようにしていましたが、これからは直前会長という立場になって気楽に仕事もできるかなとも思って

います。会長をやってみて思うのは、忙しい反面やりがいがあるということです。我クラブは市内３ク

ラブのリーダーであると思いますし、野堀ガバナーを輩出したクラブの会長であったということで、良

い時期にやらせていただいたと思っています。今度はクラブ30周年にあたる30代目の会長を指名する

ことになりますが、指名された方は快くお引き受け願いたいと思います。 

 １年間ありがとうございました。 

 会長点鐘と挨拶 
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 クラブ総会 
次年度の会長、幹事が世界大会参加のため1週早めのクラブ総会となりました。 

 

 議題１ 次年度役員の承認に関する件            敬称略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 議題２ 今年度事業報告 

     前回例会までに各委員会より報告済 

 

 以上、承認 

       理 事 

 会 長  井田 充夫 

 副会長  飯田 正行 

  〃  塚田 陽威 

 幹 事  鯨井 規功 

 副会長  大堀 健二 

 ＳＡＡ  中野 勝 

 会 計  下山田 和司 

 職業奉仕  浦里 浩司 

 社会奉仕  矢島 定雄 

 国際奉仕  北島 睦男 

 新世代奉仕  石井 健三 

 直前会長  中山 正巳 

      委員長 

 ロータリー情報  中山 正巳 

 会員増強・会員

選考・職業分類 
 下村 正 

 出席  馬目 圭造 

 クラブ会報広報  篠崎 忠志 

 親睦活動  石井 一 

 プログラム  小城 豊 

 ロータリー財団  上野 修 

 米山奨学会  東郷 治久 

 つくば学園ロー

タリー基金 
 中山 正巳 

 名誉会員  永田 恭介 
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 次年度会長挨拶 
 井田 副会長 
 次年度の長谷川ガバナーの公式訪問が7月18日(木) ホテルグ

ランド東雲にて行われます。私の年度で最も大きいと思っている

行事が３週間後に迫っており緊張し、焦っています。新しい方に

は協議会にもぜひ参加いただいて、ロータリーの活動がどういう

形で進められているのかを聞いていただきたいと思います。 

スケジュールは、東雲での出迎えが9時30分、来訪後市長を訪

問した後、ロータリーの森見学となります。その後東雲に戻り

11時からガバナーとの協議会となります。出席者は、吉岡パス

トガバナー、野堀ガバナー、増山地区幹事、会長、副会長、幹

事、副幹事になります。協議会後は例会となりますので会員の皆

様は12時15分までに来てください。例会終了後に記念撮影、クラブ協議会となります。懇親会は16時

30分からです。 

 会員の皆様にはぜひご参加いただきたいと思います。 

 世界大会出発式 
リスボン世界大会参加者へ御餞別贈呈 
 

 お忙しい中、リスボン世界大会へご参加くださる4名 

の方々に、クラブより御餞別の贈呈がありました。 

 参加者は、増山会員、井田会員、鯨井会員、磯山会員 

です。 

 同好会情報 
 ゴルフ同好会 磯山 会員 
 

 ゴルフ同好会では毎秋恒例の遠征ゴルフコンペを計画しま

した。 

 

   日時：9月8日(日)～9月9日(月) 1泊2日 

   場所：1日目 太平洋クラブ軽井沢リゾート 

      2日目 軽井沢高原ゴルフ倶楽部 

   宿泊：軽井沢高原ゴルフ倶楽部 ゲストハウス 

   費用：60,000円（宿泊プレー費、交通費 他） 

 

 

 さわやかな高原でのゴルフです。奮ってご参加ください！！！ 
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 つくば学園RAC情報 
 最終例会 
 6月19日(水) ホテルグランド東雲にてつくば学園ローターアクトクラブ最終例会が行われました。つ

くば学園ロータリークラブからは、国際ロータリー2820地区アクト委員 下村 正 様、会長 中山 正巳 

様、会長エレクト 井田 充夫 様、新世代奉仕委員長 大堀 健二 様が駆けつけて下さいました。 

 雨宮会長の挨拶の後、一年の感謝をこめて花束の贈呈が行われました。総勢18名の登録があり、平常

例会としては最大の人数で締めくくることが出来ました。 

卒会式 

退会の久松広治 会員 

次年度役員 
 

 会長 冨田 修平 

 幹事 伊藤 永 

 会計 中山 康弘 

 

 よろしくお願いします。 

寄稿 つくば学園RAC幹事 伊藤 永 
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 北条街づくり振興会より ① 
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 北条街づくり振興会より ② 
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 6月20日 例会スナップ 

 

  ６月会員誕生祝 
 

  会員誕生日 

  1日 塚田  陽威 様 

  2日 布川  博  様 

20日 篠崎    忠志 様 

24日 東郷  治久 様 

28日 高野  勝  様 
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  ニコニコBOX 6月20日 

 
本日の合計         70,000円 

累計金額    1,732,100円 

 

 出席率報告  6月20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 

68名 49名 19名 3名 2名 0名 74.24％ 

 阿部 哲次 

申し訳ありません！これから、水戸へ出張のため、食事のみ済ませました

ら中座します。来週も出られませんので、今年度最後となります。中山会

長、大里幹事お疲れ様でした。 

 浦里 浩司 
磯山先輩にジャケットを貸出しました。レンタカー代、いやレンタル料金

はいくらいただけるのかな？ 

 大里 喜彦 
さあ～ラス前、まさかの○○はありませんよね。来週でお役御免だと思う

と涙がでてきます。 

 小城 豊 
来週、休みなもので一足早く、野堀ガバナー、中山会長、大里幹事、激動

の一年間大変お疲れ様でした。退任挨拶聞けず残念です。 

 鬼沢 一彦 

早いもので、入会9か月となりました。お世話になります。役員慰労会、

来月25日承りました。常陸牛ご用意してお待ち申し上げます。ありがとう

ございました。 

 川﨑 庄一 
中山会長、大里幹事1年間ご苦労様でした。楽しい1年間をありがとうござ

いました。 

 下山田 和司 
本日の「ザック・ジャパン VS イタリア」戦、悔しいですね！残りメキシ

コ戦に期待です。 

 塚田 陽威 

来週欠席ですので、早いですが、中山会長、大里幹事、今年度特に大変ご

苦労様でした。私事ですが、6月1日で古希になり、また、今月から社長に

就任しました。 

 田口 幸男 会長、副会長大きな仕事ご苦労様でした。お疲れ様でした。 

 古本 朝彦 新参者ですが、よろしくお願い申し上げます。 

 増田 忠則 
中山会長、1年間大役、本当にご苦労様でした。心おきなくポルトガルを

満喫してきてください。 



 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. 45 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 
ポルトガルというと織田信長の時代の鉄砲やら南蛮人など歴史的に

古くから馴染みの深い国のはずですが、近頃では身近でパッとイ

メージできるものがない遠い国とうのが本音です。実際、ポルトガ

ルまでは飛行機で乗継も含め約20時間の長旅になるそうです。そん

な遠い国での世界大会にはガバナーはじめ4名の皆様が参加されま

した。坂道と石畳が続く街に大航海時代の遺産が今も残り、訪れた

方の多くが虜になる国だそうです。お土産話を期待しています。 

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 6/7月・地区関係・ローターアクト 
  6月27日(木) 6月第4例会 会長･幹事退任挨拶、次年度理事事業計画報告  ホテルオークラ   12:30 

              6月ニコニコ大賞 

  7月  3日(水) つくば学園RAC  7月第1例会             ホテルグランド東雲  19:30 

              「冨田年度キックオフ例会」 

  7月  4日(木) 7月第1例会 会長･幹事就任挨拶、ガバナー補佐訪問     ホテルオークラ   12:30 

                第6分区ガバナー補佐 青柳廣則 様(石岡87RC) 

  7月11日(木) 7月第2例会 理事・各委員会委員長事業計画発表        ホテルオークラ  12:30 

              つくばシティRC 会長・幹事訪問 

              会員誕生祝 

  7月18日(木) 移動例会   RI第2820地区                ホテルグランド東雲  12:30     

                 長谷川國雄ガバナー公式訪問 

  7月25日(木) 移動例会   直前会長・幹事慰労会                ひたち野    18:30 

 


