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It is the 27th year since 1986

６月２７日(木) 中山年度最終例会報告
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会長退任挨拶
中山 正巳 会長
長かったような短かったような1年でした。先週も挨拶をしまし
たので本日は大里幹事任命の経緯からお話しさせていただきます。
当時の下村直前会長、川崎会長が自宅に来られ私が会長を引き受
けるにあたり幹事を誰にするかということになり、その場で大里幹
事に電話しました。私は野堀ガバナーが会長の時に幹事を引き受け
ましたが、その時には野堀ガバナーから「中山、幹事を頼む」の電
話一本、物の数秒で決まった経緯がありました。今回の大里幹事は
事前に幹事が打診されることを周りから聞いていたようで電話には
出ないように考えていたらしいのですが、うっかり電話に出てしま
いそこで幹事が決定した次第です。大里幹事からその場で「喜んで
引き受けます」との言葉をいただいたこと、改めて感謝していま
す。
会長を引き受けてから野堀ガバナーを輩出する年だということを
改めて考えたときに、大変な年に引き受けたものだと感じました。
しかし、今はやりがいのある年だったと感じています。増山会員は
じめ地区の役員の皆様、柴原会員はじめ地区大会実行委員会の皆様
のおかげでクラブだけでなく地区の運営を無事にできたということ
を嬉しく思いますし、我クラブを誇りに思っています。地区大会は
会場を国際会議場からノバホールに変更したこともありゴールデン
ウィーク中の開催となりましたが、1200名もの参加者があり最後
の懇親会も会場の外まで人が溢れるほど賑やかにできたことに感激
しまし、会長としてそういった貴重な経験ができたことを嬉しく
思っています。
クラブの活動では、スタートの行事はここ数年来ゆかりの森でのロータリーの森創りが続いていました
が、私の意向で親睦委員長にお願いしてビアホールでの納涼会としました。大変良かったと思っています。
次年度も楽しい親睦活動を期待しています。また、次年度早々にはガバナー公式訪問も控えており、既にク
ラブ現況報告書も出来上がっています。作成に当たっては事務局の服部さんにご苦労いただき大変感謝して
います。
最後に、本日の例会には沢山の会員とお客様が出席される中で退任のあいさつができたことを本当に嬉し
く思っています。皆様に感謝、感謝、1年間ありがとうございました。
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幹事退任挨拶
大里 喜彦 幹事
1年間ありがとうございました。
無事大役を果たせたのも皆様のお蔭と思っています。また、
事務局の服部さんには大変感謝しています。私は例会にもあま
り出席もせず、クラブに何を貢献したかわからないような会員
でした。そんな訳で野堀ガバナーの公式訪問時に随行員を付け
なければいけないとなったときに皆様にお願いをして嫌な顔を
されないか心配しましたが、皆様大変協力的に引き受けてくだ
さり嬉しく思ったものです。こうして1年間幹事をやらせてい
ただき、我クラブは素晴らしい人たちの集まりであることを改
めて実感しました。これからもお役に立てることがあれば、ぜ
ひ協力していきたいと思います。

ガバナー挨拶
野堀 喜作 ガバナー
1年間お世話になりました。
ガバナーもあと数日で退任です。ガバナー職が始まるまでは
どれだけ皆様に迷惑がかかるのか心配していましたが、始まっ
てみると1年間はあっという間でした。ありがとうございまし
た。皆様のお蔭で非常に楽しく、やりがいのある1年間だったと
思っています。これからはパストガバナーとなりますが、クラ
ブに戻ったときには一会員として理事、委員等になったりと皆
様と一緒に活動していきたいと思います。
改めて皆様に感謝申し上げてお礼の挨拶とします。

お客様挨拶
つくばシティRC会長 市川 一隆 様
私共の最終例会は昨日あり、中山会長、大里幹事にも来てい
ただきましたが、私の方は1日早く会長職を終えました。この1
年はガバナー輩出クラブのコ・ホストとして色々とご指導いた
だきありがとうございました。大過なく1年を無事乗り切れたの
も皆様のお蔭と感謝しています。また、先頃の20周年記念式典
には全員登録をしてくださり、賑やかにできたこと感謝してい
ます。私共のクラブは次年度会長が女性になります。いま非常
に活発に動かれ、海外、国内のクラブと友好クラブを締結した
く計画しているところです。
来年度も皆様のご指導をいただきたいと思います。1年間あり
がとうございました。
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ホテルオークラへのお礼
毎週のようにご利用いただきありがとうございます。
今後ともよろしくお願いいたします。

退会の挨拶
下山田 和司 会員
この度の人事異動により水戸の本部・営業統括部部長として転勤するこ
とになりました。2年間皆様にご指導いただいたものを礎に水戸でも頑張っ
ていきたいと思います。後任は県庁支店より赴任しますので、またお仲間
に入れていただきたいと思います。
重ね重ねお世話になりありがとうございました。

次年度新世代奉仕委員会より
石井 健三 次年度新世代奉仕委員長
次年度より名称が青少年奉仕に変わります。若い世代に我々がどれだ
け奉仕活動ができるかということで、本年度に“未来の夢計画”で提案
した中学生のためのジャズダンス、ヒップホップダンスコンクールとい
う企画が長谷川ガバナーエレクトに認められました。内容は、来年度
11～1月頃に中学生のジャズ、ヒップホップダンスコンクールを開催
するもので、井田次年度会長が中心となって進めていきます。本日はこ
の企画のためにメインになって指導してくれるダンスの先生である、
(株)グランドソウル 河合様ご夫妻をご紹介します。河合様はつくば、
土浦、柏と大々的にダンススクールを展開されており、現在400名程
の生徒さんがいます。また、ACCSでヒップホップダンス番組も担当
されています。

河合 正博・百合子 様ご夫妻
1994年につくばに越してきて、それからダンススクールを始め、法
人化したのが1997年です。沢山の子供たちにダンスの楽しさを知って
もらいたいという気持ちでこれまでやってきましたので、石井さんと出
会い、今回こういった機会を与えていただき大変感謝しています。よろ
しくお願いいたします。

Page 3

2012-13 Vol. 46

TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I.

6月27日 例会スナップ①
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6月27日 例会スナップ②
最終例会は、シーフードカレーと野菜サラダでした！！

６月あんたが大賞(ニコニコ大賞)
大堀 健二

鬼沢 一彦

野堀 喜作

結婚記念ありがとうございます。１０周年で
子供が生まれたので、記念の２０周年での事
業を計画する年にしたいと思います。
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。
先週でニコニコを終了したつもりでしたが、
最後の例会にタッチセーフで、出席できまし
た。改めて一年間お世話になりました。

ニコニコBOX 6月27日 ①
赤羽 功次
飯田 正行
上野 修
大木 康毅
大里 喜彦
大堀 健二

中山会長、大里幹事そして野堀ガバナー、一年間お疲れ様でした。次年
度、私は赤いタスキをかけて、ニコニコの集計側に回ります。皆様どうぞ
よろしくお願いします。
中山会長、大里幹事ついにラストの例会になりました。
1年間お疲れ様でした。
会長、幹事、1年間お疲れ様でした。素敵な1年でした。
中山会長、大里幹事、一年間お疲れ様でした。野堀ガバナー輩出の年、熱
い一年でした。大木も楽しませていただきました。有難うございました。
オーラスです。本日この日の来るのをどれだけ待っていたか。お世話にな
りましたが。又、有難うございました。
皆様のご協力に改めて感謝します。
結婚祝いありがとうございます。例会後にケーキを頂いて帰ります。
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ニコニコBOX 6月27日 ②
鬼沢 一彦
下山田和司
菅原 俊
中山 正巳
北島 睦男
野堀 喜作

中山会長お疲れ様でした。途中入会でお世話になりました。有難うござい
ました。
移動で、営業統括部へ赴任します。
大変お世話になり、有難うございました。
野堀ガバナー、中山会長、大里幹事ご苦労様でした。一年間有難うござい
ました。
一年間大変お世話になりました。良い経験をさせていただき、ありがとう
ございまた。「一生感動 一生勉強」
会長はじめ、幹事・理事の皆様ご苦労様でした。私も入会させて戴いてか
ら、1年になりました。今後もがんばりますので、ご指導の程よろしくお
お願いします。ジャズ・ライブもよろしかったら是非お出掛け下さい。
先週でニコニコを終了したつもりでしたが、最後の例会にタッチセーフ
で、出席できました。改めて一年間お世話になりました。

皆葉 真治

中山会長、大里幹事大変お疲れ様でした。有難うございまた。

宮川 健治

中山会長、大里幹事、1年間ご苦労様でした。
特に地区大会を盛大に行われ事が大きかった。今後ともよろしくお願いし
ます。

宮武 孝之

中山会長、皆様、1年間お疲れ様でした。

矢島 定雄
吉岡 隆久
つくばシティRC
会長 市川一隆
幹事 大堀公司

今週メディカルチェックを1年ぶりに実施しました。結果、1病を除いては
改善しました。今後とも一病息災で頑張りたいと思います。
入会初年度、大変刺激的な年になりました。会長、幹事、役員の皆様、あ
りがとうございました。
中山会長様、大里幹事様はじめつくば学園RCの皆様には、一年間、大変な
ご指導をいただき本当に有難うございました。野堀ガバナーお疲れ様でし
た。
180万円 達成しました。ありがとうございました(^_^)
142,000円

本日の合計
累計金額

出席率報告

1,874,100円

6月27日（木） 例会

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
・米山奨学生
ファム･ターン･ソン 様
・(株)グランドソウル
代表取締役 河合 正博 様
取締役 河合 百合子 様

1年間ご協力ありがとうございました(^_^)

会員数

出席数

欠席数

68名

54名

14名
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内無断
欠席数
4名

出席
免除
2名

メイク
ゲスト
5名

出席率

83.39％
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プログラム予告 7月・地区関係・ローターアクト
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
「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
ホテルオークラ
ガバナー補佐訪問
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
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
ガバナー公式訪問
ホテルグランド東雲
RI第2820地区ガバナー 長谷川國雄 様
7月25日(木) 移動例会
直前会長・幹事慰労会
ひたち野

19:30
12:30

12:30

12:30
18:30

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。皆様、ぜひご活用ください。
（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

ついに最終回を迎えました。昨年の今頃は先の長さに気が沈んだも
のでしたが、振り返ってみるとあっという間だったような気がしま
す。始まったころは文章など真面目に読まないだろうなどと勝手な
思いで書き綴っていましたが、意外に皆様読んでくれていたのに
ビックリ、慌ててしまいました。皆様のご協力に感謝するととも
に、次年度の例会では赤い襷をかけてお会いすることになりますの
で改めてご協力をお願いします。1年間ありがとうございました。

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/

