
 

 

 皆さんこんにちは。本年はテーマを

「知ってもらおう！ロータリー活動 

（＾O＾）/」ということで活動してお

ります。多くのメディアに事業を取り

上げられており、成果を感じておりま

す。今月は、30周年記念事業のチャ

リティーコンサートが21日筑波銀行

で開催されます。また、22日はつく

ばマラソンの支援と事業が事業が続き

ます。よろしくお願いいたします。 
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201５-16 齊藤年度 Vol.1 

1111101 

TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I.  It is the 30th year since 1986 

 １１月１２日（木） 例会報告 

齊藤 修一 会長点鐘・会長挨拶・鈴木会員に黙祷  

 

茨城新聞 11月11日 

「ロータリーの森創り」 

茨城新聞 11月11日 

「チャリティーゴルフ」 

常陽リビング 11月14日 

「チャリティーコンサート」 

高畠さんが準備してくれた新聞 



 

 

第5回理事会 

①12月プログラムの件     承認 

3日・10日・1２日クリスマスパー

ティー・17日（本年最終） 

② ク リ ス マ ス パ ー テ ィ ー の 件        

12月12日（土）新年会は14日 承認 

③米山奨学生との交流会の件    否決 

④職場訪問決算の件        承認 

⑤会計報告の件          承認                 

⑥牛久ロータリーカップ野球大会参加の件              承認                        

⑦創立30周年記念事業の経過報告 

⑧つくばマラソンエードステーョンの件 22日（日）9時30分集合  承認 

⑨年末年度末 交通安全キャンペーン 齊藤会長・大野エレクト参加予定 

⑩鈴木会員の社葬が11月26日ございます 駐車場注意してください 以上 
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浦里 浩司 幹事報告 

招待卓話 野間 満 様 ロータリー月間 

 

第2820地区ロータリー 

財団委員会資金推進委員  野間 満 様 

ロータリー月間 

10月「米山月刊」11月「ロータリー財団」 
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2013-14 Vol. 01 
TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

 

 誕生日 

   ５日 大里 喜彦 

   ５日 山口 一也 

   ６日 増山 栄 

  ２１日 赤荻 秀康 

  ２１日 高田 稔美 

  ２７日 木村 英博 

  ３０日 矢島 定雄    

結婚記念日 

   ６日 鬼澤 善則 ・ 文子  様 

    ９日 赤荻 秀康 ・ 百合子 様 

   １８日 塚越 俊祐 ・ 悦子  様 

   １９日 川﨑 庄一 ・ 慶子  様 

   ２１日 小須田 宏二 ・ すみ江 様 

   ２２日 青山 大史   ・ 静代   様 

   ２６日 中野 勝    ・ 真粧美 様 

   ２７日 高谷 榮司   ・ 安江   様    

  

奥様誕生日 

    １日 川﨑 慶子   様 

    ３日 鬼澤 文子    様 

   １０日 吉岡 京子    様 

    １１日 吉岡 鞠子   様 

    １２日 古本 彰子   様 

   １４日 宮川 麗子   様 

   １５日 圡田 香織   様 

   １７日 齊藤 理恵   様 

   ２４日 倉持 里和子  様 

おめでとうございます 

 

１１月 「 誕生日 ・ 結婚記念日 ・ 奥様誕生祝 」  
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新会員推薦拡大 表彰＾＾ 

遅れました10月 誕生日 11月 本人 誕生日 11月 奥様 誕生日 

新会員推薦拡大 表彰＾＾ おめでとう 乾杯！ 



 

 

 本日のお客様 

伊藤 麻夫  マラソン、地球のステージ出席できません。今後また頑張ります。 

大野 治夫  

誕生祝ありがとうございました。やっと霧筑波が飲めます。 

50歳を過ぎ60歳も過ぎ70歳に近づきつつある日々です。今後とも

宜しくお願い致します。 

川﨑 庄一  結婚記念日のお祝いと妻の誕生祝ありがとうございました。 

木沢 藤房  
この所、欠席が多くなり申し訳ございません。今後頑張って出席率

を挽回します。 

高田 稔美  
ロータリーの森事業お疲れ様でした。息子もとても喜びました。 

分区のゴルフも団体優勝ができて良かったです。 

塚田 陽威  

久しぶりの出席です。 

私、70歳でやっと待望の初孫が先月10月28日に女子が 

産まれました。 

ありがとうございます。 

2013-14 Vol. 01 
TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 
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米山奨学生 

賈 瀟 様 

今日も元気です^^   

 ニコニコBOX 

第2820地区ロータリー 

財団委員会資金推進委員  

野間 満 様  

水海道ロータリークラブ   

齊藤 広巳 様  

豪雨災害支援金 感謝   

水海道ロータリークラブ   

北村 英明 様  

豪雨災害支援金 感謝 
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本日の合計 ￥60,000 － 

本年度累計  ￥520,000 － 

 ニコニコBOX 

圡田 七百人  

今月は、妻の28回目の誕生日です。二人で過ごす11回目の誕生

日ですが、毎年忘れないようドキドキしています。今年も忘れな

いよう気を付けたいと思います。ありがとうございます。  

路川 淳一  
誕生日のお祝い、有難うございます。 

お祝いのお酒でもう一回家族と乾杯をしたいと思います。 

和田 哲郎  

工場見学ありがとうございました。記念の帽子をかぶってゴルフ

に行っていただきましたでしょうか？ 先日、伊藤会員とゴルフ

をご一緒したらかぶって来てくれました。 

涙が出るほどうれしかったです！ 感謝、感謝です。 

北村 英明 

水海道 ＲＣ 

この度は、常総市の水害にあたり、水海道ロータリークラブ、並

びに市の方へもお見舞いを頂戴し、心から感謝申し上げます。  

斎藤 広巳 

水海道 ＲＣ 

お見舞いをいただき大変ありがとうございます。クラブ会員一同

心より感謝申し上げます。 
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平成27年11月5日 

つくば学園ロータリークラブ 

齊藤会長様、浦里幹事様、飯田直前会長様、井田様、小城様、塚田様、山崎様 

会員の皆々様 

拝啓 

 菊薫る季節、つくば学園ロータリークラブの皆様方にはお変わりなくお過ごしのことと拝察

申し上げます。 

  

 さて、この度、つくば学園ロータリークラブ30周年記念事業と致しまして、「カツジ子ども

センター」に立派な体育館が建設された旨、ガンバートルさんと息子より聞きました。また、

素敵な報告書も拝見させていただきました。私自身、大変嬉しく思い、皆様方にお礼をお伝え

したく、お手紙を差し上げさせていただきます。 

 

 「カツジ子どもセンター」がすっかり充実して現地の子ども達の娯楽、育成にどんなにか貢

献してくれる事でしょう。 

モンゴルの冬は零下何十度となる寒さです。そんな中、子ども達が体育館に集まり、楽しく遊

び、学ぶ姿を思うと胸がいっぱいになります。 

 

亡くなった主人、捷冶が始めたモンゴル留学生支援と言う小さな活動が、このように大きな形

になることは、私はもとより天国の主人も想像さえ出来なかったことでしょう。 

ひとえに皆様方のご支援の賜物と心より感謝を申し上げます。 

 

これからも国際交流の一環として私自身も出来るだけのことをお手伝いさせていただきたいと

思っておりますので、どうぞ、よろしくお願い申し上げます。 

 

甚だ略儀ではありますが、書中をもちまして心より御礼申し上げます。 

敬具 

古本 邦枝 

30周年記念事業 モンゴル お礼状 
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友好クラブ 

京都山城ロータリークラブ

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/ 

 

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 

75名 48名 27名 2名 3名 4名 72.22% 

無断欠席ゼロ、出席率向上を目指して 

高畠 克友 

2015-16 Vol. 22 TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

 １１月１２日（木） 出席報告 出席副委員長 

ニコニコBOX １１月の「あんたが大賞」 

倉持 武久         田口 幸男 


