
 

 

 会員の皆様こんにちは。 

この度、たまたまの巡り合わせで第30回

のつくば学園ロータリークラブ会長を務

めさせて頂くことになりました。 

思えば２００４年岡添年度の時に入会を

させて頂きました。 

当時は会社を設立して8年目でまだ必至で

仕事をしておりましたが、多少の時間的

余裕も出てまいりました。野堀さんから

の何度かのお誘いで入会を決意いたしま

した。以来11人の会長の元でクラブに参加してまいりました。その経験で思うところは、

つくば学園ロータリークラブはとても素晴らしい仲間たちの集団だということです。これま

でのクラブの歴史を先輩の方々から聞いてまいりましたが、多くの苦労を経て来たからこ

そ、現在のクラブが最高の状態なのだと思います。 

地区内の他クラブから見ますと、当クラブは会員数もが多く、とても元気のあるクラブだ

と思われていますし、自身の私たちがそれを実感していることと思います。 

つくばという地域性と活気ある会員組織の恵まれた環境の中で、30年目を迎える年に会

長を拝命いたします事は、とても有難く、また身の引き締まる思いです。 
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TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I.  It is the 30th year since 1986 

 ７月２日（木） 例会報告 

齊藤 修一 会長点鐘・会長就任挨拶  



 

 

幸いに、組閣しました理事や委員会

メンバーも安心して任せられる方々

ですし、3月５日に予定をしている

30周年記念式典も、飯田直前会長

による実行委員会立ち上げで、安心

してお任せする事が出来そうです。

そしてなによりも、つくば学園ロー

タリーの会員すべてが、安心して共

に行動できる人たちと心強く思って

おります。これまでのクラブを築き

上げてきた会員の皆さまに感謝し、

これからの活動の基礎をしっかり築

けたらと思っています。 

今年のつくば学園ロータリークラブのテーマは 

「知ってもらおう！ロータリー活動 (^O^)／」と致しました。 

RIや地区の目標にもありますが、ロータリークラブの奉仕活動とはどんなものであるか、

社会に知って頂く事は大切だと思っています。数多く地域への奉仕活動を行っても、「ロー

タリークラブ」という言葉や組織が知られていない事は活動が十分ではない事と同じで、

「ロータリークラブ」の認知度が上がる事は奉仕の精神が広がる事と同じです。地域密着型

の社会貢献を目指したいと思います。 

一年間どうぞよろしくお願い致します。 

Page 2 

2015-16 Vol. 01 TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 



 

 

2015-16 Vol. 01 TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

浦里 浩司 幹事報告・幹事就任挨拶 

ローターアクトも本年25周年です。本年は、テー

マ「聞くより体験」勉強会だけでなく移動例会多

くしたいと考えております。また、清掃登山等も

考えております。事業として25周年記念例会。7

月14日移動例会。秋のつくばの森づくり参加。さ

まざまな事を考えております。ロータリーの30周

年式典も全力で協力していきたいです。出来るこ

とを出来る範囲で協力していきたい。 

自己紹介が遅れました。中山正巳の息子です＾＾ 
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中山 康弘 ローターアクト会長挨拶 

○幹事報告 

決意発表。幹事より「真剣にやる！」との発言から、連

絡事項として8月予定。移動例会3日のダン魂14チーム

チーム参加予定で10時～13時～（平日なので協力を要

請）6日例会、20日総会、29日移動例会納涼会を案内。 

正会員推 清水さん 塙さん承認 

退会者 冨田さん 岡田さん 

30周年28年3月5日。実行委員会を立ち上げ、飯田さんを

実行委員長として皆様の協力を依頼。 

会計監査に井田充夫さんに依頼。毎年恒例の「祭りつくば・いのちの電話」に各1万円協賛承認。夜例会

は1,000円を昨年にならってニコニコBOXで徴収します。モンゴル施設の案内施設受け渡し10月10～12日

に決定。本年も筑波大学学長の永田恭介さん名誉会員でお願いいたしました。 

○幹事挨拶 

齊藤会長と同級生なのですべてを受け止める覚悟で幹事を了承しました。齊藤会長をサポートしクラブ運

営を円滑に進めていけるよう、邁進いたします。皆様のご協力が必要です。1年間どうぞよろしくお願い

いたします。 

第1回理事会遅刻・・・。次回から絶対に遅刻しない！ 
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モンゴル訪問記 

モンゴル・ウランバートルの３回目の訪問となっ

た。今回つくば学園ロータリークラブの３０周年記

念行事として、ウランバートル郊外のゲル集団の中

に子どもの遊び場を作る為、小体育館を寄贈する計

画の実行打合せを行った。 

・一昨年の故古本会員の奥様からかつじ小供セン

ターの寄贈 

・昨年の古本会員友人の後藤さんからアスレチック

遊具とりでの寄贈 

・本年つくば学園ロータリークラブから小体育館を

寄贈 

と地域の遊び場とスポーツ・文化の児童館のカタチ

が作られることになった。建物は８×１２ｍ高さ４

ｍ約３０坪で半分は２階作りとなりトイレも中に作

り、かつじ小供センターと８ｍのトンネルドームで

つながる予定です。８月には完成予定で寒い冬でも

運動が出来る場所が現れます。６月２７日１２時後

藤さん寄贈のアスレチック遊具とりでのオープニン

グセレモニーが始まりました。日本から塚田さん北

島さん古本さん古本（母）さん後藤（友人）さん井

田の６名タミルロータリーから５名テレビ局や政府

の教育課長関係者と子ども達で４０名程集まりとり

での開所式を行いました。式典の後は子ども達の歌

や演奏や踊りを見せていただき、２時からは関係者

のパーティーを行いタミルロータリーとの友情を深

めました。パーティーの後タミルロータリーが平和

の塔・仏像を案内いただき夕食会を開いていただき

ました。その席で３０周年記念訪問の時は、どんな

要望も応えられる企画を作る約束を頂き友好を築く

約束をいたしました。 



 

 

２８日は新モンゴル高校ガルバドラム理事長と会う

ことが出来ました。彼は米山奨学生のモンゴル学友

会の会長でフレロータリークラブ（２番目に出来た

３３名のクラブ）の次期会長とのことでした。今年

９階建ての新校舎を作り小・中・高一環教育と高

専、大学を開校する５２歳の教育者でした。「おし

ん」の山形で家族を養い苦しい学生生活を送りなが

ら教育者を目指した苦労話を披露いただき現在の素

晴しい学校現場を見せていただきました。卒業生か

らノーベル賞受賞者を輩出する為にその銅像の台座

（のみ）を拝見し学生の夢が自分の夢であることを

熱く話していただきました。見学後昼食もご一緒さ

せていただき、３０周年の記念訪問の時交流会を一

緒に企画いただく約束を取り付けました。 

午後ウランバートル郊外の大草原を見に出かけまし

たが１０年来の旱魃で緑の草原とはほど遠い草も枯

れた土色の大地の見学になっていました。家畜と共

のモンゴル遊牧民にとって、さらに厳しい生活と

なっていく予兆を感じてしまいました。 

我らがクラブのチャーターメンバー故古本会員がよ

くモンゴルの話をして、井戸や小学校を作りたいと

言っていました。メグ米山奨学生との出会いがか

ら、つくばでモンゴル奨学生をホームスティで受け

入れその後古本さん東郷さん綿引さん井田の４家族

で７年前にモンゴルに行き交流を深め古本会員の他

界から奥さん・息子さんまた、友人に夢を引き継い

でもらい、今回ロータリーとして３０周年記念事業

まで進みました。彼の意志を想い本年１０月に行う

予定のモンゴル記念訪問がロータリー発展の大きな

実績となり国際交流又奉仕に繋がることを祈念し私

の訪問記を終わります。 

感謝！ 
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誕生日 

１7日 古本朝彦  様 

20日 鬼沢一彦  様 

27日 前島正基  様 

 

結婚祝 

7 日 高田稔美❤清子 様 

１１日 猪野研一❤優子 様 

奥様誕生日 

１日 柴原桂子  様 

１０日 鈴木きよ  様 

１１日 猪野優子  様 

１９日 宮本恵美子 様 

２９日 藤川美也子 様 

おめでとうございます。 

 記念品贈呈 ・ 誕生日 ・ 結婚祝 ・ 7月奥様誕生祝 

2015-16 Vol. 01 TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

会員拡大表彰 バッジ授与 



 

 

 本日のお客様 

阿部 哲次 
齊藤会長、浦里幹事、今年一年よろしくお願いいたします。 

また、飯田直前会長、大堀直前幹事お疲れ様でした。 

飯田 正行 
2年ぶりの一般席はいいですね！ 

齊藤会長、浦里幹事、一年間頑張って下さい。 

井田 充夫 
30周年、齊藤会長の始動おめでとうございます。 

楽しいロータリー活動ができるようお互い頑張りましょう。 

猪野 研一 結婚祝いありがとうございました。初日から遅刻申し訳ありません。 

磯山 正蔵 
ＲＣ30周年おめでとうございます。 

なお、齊藤年度一年間よろしくお願いします。 

浦里 浩司 

飯田直前会長・大堀直前幹事、一年間お疲れ様でした。 

今日から、新年度、齊藤会長を補佐して一年間、クラブ運営を頑張って行きます

のでよろしくお願いします。 

大ボケで、第1回目の理事会に遅刻してしましました。最初に大失敗してしまった

ので、今後はそのようなことはないと思います。  

大野治夫 齊藤年度スタートです。 30周年頑張っていきましょう。 

2013-14 Vol. 01 
TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 
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つくば学園ローターアクトクラブ 

会長 中山 康弘 様 

つくば学園ローターアクトクラブ 

胡 亜萍 様 

米山奨学生 

賈 瀟 様  奨学金授与 

 ニコニコBOX 
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鬼沢 一彦 
ＳＡＡ委員長を務めさせていただきます。1年間よろしくお願い申し上げます。 

今年度は30周年で6人体制となります。どうぞよろしくお願いします。 

川﨑 庄一 齊藤会長、浦里幹事1年間頑張ってください。 

齊藤 修一 

ホップ、ステップと来て、いよいよジャンプの年となりました。 

皆様の協力を頂き、30周年を務めさせて頂きます。 

どうぞよろしくお願い致します。 

中山 正巳 

齊藤会長年度のスタート、おめでとうございます。 

一年間、30代会長として頑張ってください。 

ローターアクト中山康弘会長もよろしくお願いします。  

高田 稔美 
新年度、親睦委員長としてお世話になります。 

結婚記念日のお祝いありがとうございました。 

古本 朝彦 
誕生祝をいただき、ありがとうございます。昨年のお酒は、 

ほとんど家内に飲まれてしまったので、今年は自分で飲みます。 

前島 正基 
誕生祝有難うございます。 

50代の後半をじっくりと楽しみたいと思っています。 

鬼沢 一彦 
ＳＡＡ委員長を務めさせていただきます。1年間よろしくお願い申し上げます。 

今年度は30周年で6人体制となります。どうぞよろしくお願いします。 

川﨑 庄一 齊藤会長、浦里幹事1年間頑張ってください。 

齊藤 修一 

ホップ、ステップと来て、いよいよジャンプの年となりました。 

皆様の協力を頂き、30周年を務めさせて頂きます。 

どうぞよろしくお願い致します。 

中山 正巳 

齊藤会長年度のスタート、おめでとうございます。 

一年間、30代会長として頑張ってください。 

ローターアクト中山康弘会長もよろしくお願いします。  

高田 稔美 
新年度、親睦委員長としてお世話になります。 

結婚記念日のお祝いありがとうございました。 

塚田 陽威 
齊藤会長、浦里幹事、各役員の皆さん宜しく！ 

会員の皆様の御協力を宜しくお願いします。 

馬場 清康 
1年間のＳＡＡ勤務があけてスッキリした気分で例会に参加しています。 

例会の進行管理の重圧と早飯から解放されて、胃袋も快調です。 

本日の合計 ￥49,000 － 

本年度累計  ￥49,000 － 

8月3日（月）ダン魂 

よろしくお願いします。 
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友好クラブ 

京都山城ロータリークラブ（第2650地区） 

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ーアクト、インターアクトの 

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）  

４つのテスト 

１．真実かどうか    ３．好意と友情を深めるか 

２．みんなに公平か ４．みんなのためになるかどうか 

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/ 

 

出席委員長 野沢 俊夫 

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 

74名 51名 23名 2名 5名 3名 76.06% 

無断欠席ゼロ、出席率向上を目指して 

2015-16 Vol. 01 TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

 7月2日（木） 出席報告 野沢 俊夫 出席委員長 


