
 

 

 本日お客様として、つくばシティ

ロータリークラブ会長小林保弘様、幹

事鈴木 武士様 

つくばサンライズロータリークラブ会

長村上 憲範 様、幹事三嶋 一夫 様よう

こそお越しいただきました。 

心より歓迎いたします。 

昨日、今日、明日の3日間連続で例会

訪問になります。よろしくお願いいた

します。 

～SAAの皆様頑張ってます＾＾～ 

本年は、30周年を迎える大切な年！ 

  委員長 鬼沢 一彦 

塚田 陽威 

東郷 治久 

増山 栄 

菅原 俊 

中野 勝 

以上6名盤石の態勢で、全力で頑張っ

てまいります。（固い握手） 
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TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I.  It is the 30th year since 1986 

 ７月９日（木） 例会報告 

齊藤 修一 会長点鐘・会長挨拶  



 

 

浦里 浩司 幹事報告 

皆さんこんにちは。ご紹介いただきまし

た小林保弘と申します。どうぞ1年間よろし

くお願いいたします。私も１０数年RCやっ

ています。皆さん顔見知りです。今年は30

周年を迎える学園RCを応援してまいりま

す。会長・幹事も名コンビですし、大成功

間違いなしです。頑張って参りましょう。 
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小林 保弘 様 つくばシティーＲＣ 会長挨拶 

●幹事報告● 

例会変更 

土浦南RC 7月14日  

フォレスタからマニィフィカ 

 阿見RC  7月16日 

スシヨシに変更になります。    以上 

鈴木 武士 様 つくばシティーＲＣ 幹事挨拶 

皆さんこんにちは。本年度幹事を仰せつか

りました鈴木武士と申します。1年間よろし

くお願いいたします。ロータリー歴3年目で

不安ですが、全力で幹事職を全うするつも

りで頑張ります。 

また、つくば学園RCの皆様のお役にも立て

るように頑張ります。 
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皆さんこんにちは。つくばサンライズRCの

三嶋一夫と申します。1年間よろしくお願

い申し上げます。ロータリー歴2年目です

が、言い訳をしないで前向きに向き合って

いきたい。人との出会いで自分自身と地域

の成長に尽力していきます。 

こんにちは。ご紹介いただきました村上憲

範と申します。よろしくお願いいたしま

す。私もRC歴15年になります。サンライズ

RCは会員が8名と苦戦しております。学園

RCを目指して頑張ります。会員を少し回し

てください。1年間よろしくお願いします。 

村上 憲範 様 つくばサンライズＲＣ 会長挨拶 

三嶋 一夫 様 つくばサンライズＲＣ 幹事挨拶 
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各委員会発表 

第一クラブ奉仕委員長の大野です。よ

ろしくお願いいたします。副委員長に

篠崎さん。委員に石井さんの3名で頑

張って参ります。ロータリー情報飯田

委員長、会員増強井田委員長と共に会

長スローガンを全うし、4名の会員増

強をいたします。（予算10万円） 

第二クラブ奉仕の川崎です。副委員長

に石井さんの協力をいただいておりま

す。30周年を迎え奉仕と親睦の基本を

大切にしていきます。例会を重視し、

その活動内容を広報していく。また、

魅力あるプログラム創造し、ＨＰにも

力を入れていきます。 

ＳＡＡ委員長の鬼沢です。齊藤会長の

肝いりで6名体制でメンバーを充実さ

せていただいております。30周年の歴

史の重みを感じていただきたい。本年

もニコニコＢＯＸ各3万円の協力をい

ただきたい。ニコニコＢＯＸは全て読

み上げていきます。（予算ニコニコ） 
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ロータリー情報の飯田です。委員長が

会長後の役目です。入会間もないメン

バーが多いので、情報提供を月のテー

マに沿って発信していきます。また、

オリエンテーションを年に3回程度

行っていきます。会則や規則も皆さん

に案内します。（予算10万円） 

クラブ会報・広報委員長の木村です。

本日広報誌をテーブルに置いておりま

すが、広報誌を素早く正確に発行して

いきたいを思っております。ＦＢは、

副委員長山崎さん、猪野さんのおチカ

ラをお借りしてタイムリーに発信して

まいります。 

親睦活動委員長を務めます高田です。

今月飯田直前会長、大堀幹事の慰労会

を実施いたします。皆さん楽しみにし

ていてください。また来月は納涼を行

います。そして年末はクリスマス会を

メンバーと協力して楽しく行っていき

ます。よろしくお願いいたします。 
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皆さんこんにちは。ロータリー財団・

米山奨学会委員長の阿部です。副委員

長に塚越さん、大木さんの3名で頑張

ります。事業はロータリー財団のプロ

グラムを皆さんに理解していただき、

運動を推進していく。財団推進月間が

11月ですので、お願いいたします。 

再度の登板。つくば学園ロータリー基

金委員長も務めます飯田です。米山基

金2万円がスタートで、後に1万円。一

時800万円までいった基金。今は行っ

ていませんが、現在も基金は残ってお

ります。使用用途はＡＥＤ等。30周年

プログラムにも使用していきます。 

本日の合計 ￥41,000 － 

本年度累計  ￥90,000 － 

 ニコニコBOX 



 

 

石井 健三  

つくば３クラブでお世話した交換留学生アンソニー君が、無事一年間を過ご

し、明日アメリカへ帰ります。今日は、シティＲＣ・サンライズＲＣの会長・

幹事のご訪問有難うございます。 

浦里 浩司  
つくばシティＲＣ、小林会長・鈴木幹事様、つくばサンライズＲＣ、村上会

長・三嶋幹事様ご来訪いただきありがとうございます。  

鬼沢 一彦  
会長・幹事慰労会がいよいよ来週の木曜日の夜例会で開催です。 

筑波山で、常陸牛をご用意してお待ちしております。 

齊藤 修一  

つくばシティＲＣ、小林会長・鈴木幹事様、つくばサンライズＲＣ、村上会

長・三嶋幹事様、本日はご来訪ありがとうございます。 

３日間よろしくお願い致します。 

高田 稔美  

先日は結婚記念日のケーキありがとうございました。  

我が家に久しぶりの平和と笑顔がありました。 

また、１年コツコツと頑張ります。 

東郷 治久  

どういう神様のいたずらか、黒幕の策略か？私目がＳＡＡになりました。 

一年間どうぞよろしくお願いいたします。出来るならば、一般席で雑談にふけ

りたいのですが、赤いタスキをしているとそれが出来ないのが残念です。 

タスキが重たいですね! 

中田 勝也  
新年度となり、初の出席です。高田親睦委員長にくっついて楽しく参りたいと

思います。よろしくお願いします。  

2013-14 Vol. 01 
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 ニコニコBOX コメント 

つくばシティＲＣ 

小林 保弘 様 

鈴木 武士 様  

１年間、宜しくお願いいたします。 

30周年記念行事には参加させていただきます。 

つくばサンライズＲＣ

村上 憲範 様 

三嶋 一夫 様  

本日はお招きをいただきましてありがとうございます。 

今年度１年間よろしくお願いいたします。 



 

 

 記念品贈呈 ・ 誕生日 ・ 結婚祝 ・ 7月奥様誕生祝 
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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  

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 高畠 克友  

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 45名 29名 5名 5名 4名 71.01% 

2015-16 Vol. 02 TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

 7月9日（木） 出席報告  

無断欠席ゼロを目指して 会員拡大表彰 石井 一 


