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2012-13中山 

１月１０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 

会長挨拶 / 幹事報告 / 地区大会PR活動 / 米山功労者表彰 

連絡事項 / 結婚祝 / その他   

 中山 正巳 会長 
あけましておめでとうございます。新たな年となり残りの期間、気持ちを入

れ替えて頑張っていきたいと思います。 

今年は巳年です。巳は方位でいうと南南東、一番縁起のいい方角で、月でい

うと陰暦4月になるそうです。そんなところで私の名前に巳が付いたのかな

と思います。その他、蛇は山の神、豊穣の神として祀られているようで、脱

皮して大きくなることから復活と再生を連想させる縁起のいい神様だそうで

す。私は蛇は大嫌いなんですが、そう考えてはいけないんだと思いました。

各地には蛇を祭った神様がいますが、弁財天は女性の神様ですが、蛇の形を

した神様だそうです。探究心と情熱の神で執念深いが恩を忘れず必ず恩返し

をする神様だそうです。そんな縁起のいい巳年のスタートですので筆ペンで「巳」を書いて拡大コピー

してここに貼らせていただきました。今年は4月28日、29日に地区大会が控えていますので、皆様に

は今からスケジュールを空けていただき、ぜひ成功させたいと思いますのでよろしくお願いします。 

最後に皆様の今年1年のご多幸をお祈りしましてご挨拶といたします。 

 会長挨拶 

2013/01/10 

Vol. 26 

 幹事報告 
 大里 喜彦 幹事 
理事会報告 

 (1)2月プログラム承認（2月最終例会は“中学生と語る会”） 

 (2)決算報告承認（ロータリーの森事業、つくばマラソンエイドステーショ 

   ン、クリスマスパーティー） 

 (3)第6分区ＩＭ例会(土浦) 2月24日(日) 

 (4)地区大会実行委員会報告承認（下村事務局長、川﨑副実行委員長） 

 (5)ロータリー世界平和フォーラム広島開催案内 5月17日(金)、18日(土) 

 (6)地区大会PR部隊を編成し、各分区IMでPR活動実施（次頁参照） 

幹事報告 

 (1)山城RCより年次報告有 

 (2)日本ロータリークラブ親睦ゴルフ全国大会(沖縄)案内有（希望者は事務局まで） 
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 年男の抱負 

 岡本 武志 会員 
 私は昭和40年生まれで、今年48歳になります。 

 RCに入会5年目で、昨年より地区の役員や副幹事をやっていましたが、業

務の都合で本年より鯨井会員に交代をさせていただくことになりました。RC

活動をするようになり人的な繋がりが広くなり、いろんなことを学ばせてい

ただきました。特に、昨年は他クラブの方と交流する機会が増え、人との繋

がりを強く感じた年でした。本年は会社のベトナム支社の立ち上げのため、

そちらに赴任します。 

 ベトナムでの事業計画はひょんなきっかけで始まりましたが、ベトナムは

賃金が安く、活気のある若者が多いし、親日的な国であり、気候もいいとい

うことで、この1年でここまで来ました。ベトナムは今、大変注目されてい

るところで、そこに赴任させていただける会社には大変感謝しています。で

すので、今年は一つの事業を立ち上げるということに邁進していきたいと思っています。 

 ベトナム赴任ということで年頭に思ったことは、1つは今年1年は人を信じて、素直に“はい”という

姿勢でやって行くということです。自分は何事も否定形から入る傾向がありましたので、それを改めて

いきたいと思っています。もう1つは、己を大切にするということです。自分の保身ということではな

く、周りの方々のために自分がどれだけできるかということで、そういう心を大分忘れていたなと感じ

たからです。RCは休会または退会という形になると思いますが、皆様にご指導、ご鞭撻いただいたこと

を糧にして事業を成功させたいと思います。ぜひ皆様にもベトナムに遊びにお出で下さい。 

 また、今年は大宝神社への元朝詣りでおみくじの大吉を引き、その中で”禍自ずから去り福徳集まり

誠に平地を行くが如く追手の風に船の進むが如く目上の人の助けを受けて喜び事があります。信心怠ら

ずで心真直ぐ行い正しくしなさい“という一文に目が留まりました。RCで多くの皆様に可愛がっていた

だきここまで来ましたし、今後とも皆様の助けが必要になることがあると思ったところです。 

 まだ赴任時期は決まっていませんが、残りの期間RC活動を精一杯やって行きたいと思っていますので

よろしくお願いします。 

 地区大会ＰＲ部隊 編成表 
 第1分区 1月26日(土) ホテル天地閣 

      野堀ガバナー、下村、小城、齊藤、大野、石井、吉岡 

 第2分区 1月27日(日) 大洗ホテル 

      野堀ガバナー、川﨑、皆葉、菅原、井田、前島、北島、高谷 

 第3分区 2月  9日(土) 水戸プラザホテル 

      野堀ガバナー、増山、柴原、川崎、鯨井、石川、田上 

 第4分区 2月  2日(土) 

      野堀ガバナー、東郷、大堀、矢島、中野、篠崎、田口、高野 

 第5分区 2月16日(土) 

      野堀ガバナー、増山、東郷、中野、石井、鯨井、増田、鬼沢 

 第6分区 2月24日(日) ホテルマロウド筑波 

      野堀ガバナー他、全員 

 第7分区 2月23日(土) 

      野堀ガバナー、中山、大里、浦里、大堀、井田、鯨井、塚越、吉岡 

 第8分区 2月17日(日) 鹿島セントラルホテル新館 

      野堀ガバナー、下村、小城、齊藤、大野、大木、馬目            (敬称略) 
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 1月１0日 例会スナップ① 
 

 米山功労者表彰 
 

 

 1回目 小城 豊、鯨井 規功、塚越 俊介 

 3回目 浦里 浩司 

 4回目 増田 忠則 

 6回目 倉持 武久             (敬称略) 

  

 連絡事項 

 大堀 健二 新世代奉仕委員長 
今年で7回目の“中学生と語る会”を 2月28日(木) 豊里中学校で行います。 

つきましては、お話しいただける講師の方を募集していますので是非ご協力お願い

します。  
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 １２月あんたが大賞（ニコニコ大賞） 
 

 1月会員誕生・奥様誕生祝 
 

  奥様誕生日 

 1日 菅原 浩子    様 

 3日 大里 裕子    様 

 6日 岡本 淑子    様  

 8日 阿部 京子    様 

 13日 馬場 二三子 様 

 15日 中野 真粧美 様 

 21日 沼尻 恵里子 様 

   結婚祝い 

 7日 増田 忠則♥正子    

 9日 藤川 雅海♥美也子 

 15日 路川 淳一♥優子 

 15日 宮武 孝之♥利美子  

 28日 本多 史郎♥景子 

 

 1月１0日 例会スナップ② 

１２月の誕生祝 本日のお弁当 本日のソングリーダー 

 岡本 武志 

5回目のベトナム訪問が終了しました。素晴らしい事務

所が完成しております。現実味が帯びてきました。様々

な意味をこめて気合の断髪！楽しみます。 

 齊藤 修一 

最近のうわさでは、古代マヤ文明の暦が、今年2012年

12月21日で終ると言われています。ちょうど私の52

歳の誕生日となります。皆様、無事明日が来る様お祈り

ください。誕生祝いありがとうございました。 

 ニコニコBOX 1月10日 ① 
 

 赤羽 功次 

明けましておめでとうございます。今年は、元旦から店が営業しました。私は、

七福神の大黒天のコスプレで、開店時お客様をお迎えしていたところ、大野会員

夫妻に発見されてしまいました。どうぞ、本年も宜しくお願いします。 

 阿部 哲次 

８日家内の誕生日でした。意識はあって何かプレゼントをと思っていたのですが

忘れていました。すると、RCから素敵な花が届いたということで、すっかり機嫌

が良くなってました。ありがとうございました。 
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 ニコニコBOX 1月10日 ② 

 本日の合計   87,000円 

累計金額 942,100円 

 飯田 正行 
クリスマスパーティーでは、ベスト夫婦賞をありがとうございました。賞にちなん

で今年は、女房孝行の年にします。 

 井田 充夫 

急な父の他界があり、皆様からの多大なるご厚情を頂き、有難うございます。昨年

10月22日に100才の誕生日を行い、11月11日には、本人希望で白骨温泉に一緒

に行きました。詩吟の先生で、一生青春、感謝の心が長生きの秘訣だったようで

す。本当に有難うございました。 

 上 野 修 
明けましておめでとうございます。フィッシング同好会も１月３日よりスタートし

ました。ロマンを夢見て皆様もいかがですか？ 

 大里 喜彦 
おめでとうございます。後半年です。宜しくお願いします。正月早々花が届きまし

た。ビックリしたら、クラブから女房の誕生日祝でした。ありがとうございます。 

 北島 睦男 

明けましておめでとうございます。親睦係りに所属しながら、17日の新年会に

は、所用で残念ですが出席できません。本年も是非宜しくお導きくださいますよ

う、お願い申 し上げます。 

 倉持 武久 
家族6人で沖縄へ行ってきました。暖かくて快適でしたが、帰った後の寒さがひと

しおです。 

 柴 原 浩 
新年おめでとうございます。今年も楽しくクラブ活動できますように宜しくお願い

します。 

 鈴木 敏雄 新年おめでとうございます。また、誕生祝いをいただきありがとうございました。 

 東郷 治久 
SAAの補欠の補欠の私が、正月早々赤いタスキを掛けています。ロータリーで、

年が明けました。地区大会への会員の皆様のご協力をよろしくお願い致します。 

 中山 正巳 明けましておめでとうございます。会員の皆様のご多幸をお祈りいたします。 

 野堀 喜作 残り半年、最後の行事の地区大会、皆様のご協力を宜しくお願い致します。 

 増田 忠則 
結婚記念日と米山マルチプル功労賞と、マルチでお祝いを頂き、ロータリアンであ

る事に感謝です。有難う。 

 宮武 孝之 妻の誕生日のお花、有難うございました。 

 

 出席率報告  1月10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 48名 18名 0名 2名 0名 75.00％ 



 友好クラブ 

京都山城ロータリークラブ（第2650地区） 
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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 
成人の日には久しぶりにまとまった雪となりました。天気図を見て

いたら、あれよあれよという間に台風並みの低気圧に発達してしま

いました。まさしく爆弾でしたね。雪は降るだけならいいのです

が、その後がとても厄介です。お蔭でこちらも予定がすっかり狂っ

てしまいました。今週もまだまだ気温の低い日が続きそうですの

で、路面に凍結が残るところがあると思います。皆様、車の運転、

足元にお気をつけください。 

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 1/2月・地区関係・ローターアクト 
   1月 17日(木) 移動例会 新年会                   江 戸 屋     19:00～ 

   1月 24日(木) 第3例会 招待卓話 JAXA理事 小沢秀司 様      オークラホテル 12:30～ 

             会員誕生祝 

   1月 31日(木) 第4例会 地区大会準備             ホテルグランド東雲 12:30～ 

   2月   7日(木) 第1例会 四半期決算報告、奥様誕生、結婚祝 

             ニコニコ大賞                オークラホテル 12:30～ 

   2月 14日(木) 第2例会 地区大会準備、会員誕生祝          オークラホテル 12:30～ 

   2月 21日(木) 休会（2月24日 IMに振替） 

   2月 24日(日) 第6分区インターシティミーティング（IM）    ホテルマロウド筑波  13:00～     

   2月 28日(木) 第7回“中学生と語る会”              豊里中学校    11:50～ 

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） 


