
 

 

 最後の挨拶はＲＣの将来を見据えたメッ

セージをメンバーに発信していただきまし

た。つくば学園ＲＣは会員が増加傾向にある

一方、ロータリー財団及び米山奨学会への寄

付金などが少ない現実があります。それを改

善して頂きたい。また、定款・細則の変更に

より2016-17大野年度から年会費が4万円引

き下げになります。寄付金にご理解いただき

会費納入の振込の時に同時に振込んでいただ

くと幸いですと、お話しいただきました。 

30周年という節目の年の会長を勤めあげた

齊藤会長、心よりお疲れ様でした＾＾ 
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TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I.  It is the 30th year since 1986 

６月２日（木）６月第1例会報告  

点鐘・会長挨拶  齊藤 修一 

第１例会最後の点鐘・挨拶になりました 
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～ 理事会報告・連絡事項 ～ 

１、2015-16年度事業報告・予算決算の件（今月の卓話で各委員長から発表頂きます。） 

２、定款・細則の件 年会費減額・寄付金のお願い 

３、2016-17年度事業計画・予算の件（7月に各委員長から発表頂きます。） 

４、7月プログラムの件（例会：7日・14日・21日直前会長幹事慰労会・28日） 

５、7月21日（木）18時30分～ ホテル・ベストランド 「直前会長・幹事慰労会」 

６、会員退会の件（細田市郎・倉持武久） 

７、最終理事会・その他報告 等 

2015-16年度 浦里 浩司        2016-17年度 篠崎 忠志 

幹事報告 浦里 浩司 ・ 篠崎 忠志 

最後の幹事報告 浦里浩司 幹事お疲れ様でした＾＾  
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例会 卓話 事業報告・今日のお客様 

●委員長 大野 治夫 

30周年事業 183名参加・モンゴル児童館建設、寄贈・ロータリーの森創り・

地球のステージ（チャリティーコンサート）・ロータリー財団、米山記念奨学

金、つくば市にそれぞれ30万円寄付・茨城新聞掲載や会員増強しました。 

●委員長 飯田 正行 

・30周年記念事業としてモンゴルウランバートル市に児童館寄付・今年度はオ

リエンテーションが1回しかできなかった反省点・定款、細則見直しで会員に

周知できなかった。 

岡田卓也 ガバナー補佐・16-17年度ガバナー補佐 菊池信子・セクレタリー 關本淳一   

第一クラブ奉仕委員会 つくば学園ロータリー基金委員会 

↓今日のお客様↓ 
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誕生日 

  1日 塚田 陽威 

2日 布川 博 

2日 塙  徹 

10日 伊藤 麻夫 

20日 篠崎 忠志 

23日 飯泉 智弥 

24日 東郷 治久 

28日 高野 勝 

 

   

結婚祝 

4日 吉岡 昭文 ♡ 鞠子 

8日 清水 義之 ♡ 智子 

10日 齊藤 修一 ♡ 理恵 

12日 大堀 健二 ♡ 優子 

19日 阿部 哲次 ♡ 京子 

19日 木沢 藤房 ♡ ひろみ 

28日 大里 喜彦 ♡ 裕子 

 

 

 

 

 

奥様誕生日 

 3日 増山 美紀子 様 

13日 下村 宏子 様 

20日 上野 いゆ子 様 

                 

～ おめでとうございます ～ 

６月度 誕生日・奥様誕生日・結婚記念日 
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ニコニコＢＯＸ ① 

阿部 哲次  
野球同好会の皆さん、お疲れ様でした。甲子園でのプレーはいかがでしたでしょ

うか？思いで多い一日になったかと思います。   

飯泉 智弥    
野球お疲れ様でした。素晴らしい成績でしたね。誕生祝ありがとうございまし

た。  

浦里 浩司   

最後の幹事報告も無事終了し、ホッとしております。 

先日のGつくば科学技術大臣会合の歓迎レセプションでは、樽酒で乾杯・晩餐会

では知可良で乾杯にお使いいただきました。また、天の声があり、伊勢志摩サ

ミットにも提供し、海外のVIPにもお楽しみいただけたでしょうか？ 

私も、目標達成です。  

大野 治夫  

白戸年度、第6分区ガバナー補佐 菊池信子様、セクレタリー關本様、本日はあ

りがとうございました。野球同好会頑張ってきました。なんと、26対2です。参

加者18名の協力メンバーでした。  

小城 豊   
30周年霧筑波、旨いですね~！自分の分と青山会員の分2本飲んでしまいまし

た。青ちゃ～んごめんよ～！とういうことで、2本分のニコニコ。   

鬼沢 一彦  

先日はテレビに出てしまい、お恥ずかしい限りです。 お陰様でテレビ効果で来

店が増えています。お礼を兼ねて、明治屋のコロッケさんの公園に行ってきま

す。SAA委員長オニサワ、本日でニコニコ目標達成です。皆さまよろしくお願い

します。   

北島 睦男  

野球同好会の一員でありながら、甲子園に行く事も出来ず、また、夜例会にもサ

ンアできずにまことに申し訳ありません。足が回復したら、これらを取り戻すた

めにまた頑張ります。  

木村 英博  

5月29日、甲子園野球大会、お疲れさまでした。 

日帰りで行ったせいか、本当に良い思い出となりました。甲子園でホームランを

打った事を、一生“ネタ”として使って行こうと思います^^； 

瀬戸口 進  野球同好会の皆さま、先日の甲子園大会お疲れ様でした。  

高田 稔美  
甲子園ありがとうございました。外野の芝生はフワフワでした。朝ご飯のバイキ

ングで焼きそばを腹一杯食べてしまった事を今も後悔しています。  

高畠 克友  

甲子園での野球楽しんでまいりました。活躍のほどは・・・・・ 

相手の投手は大阪桐蔭など、散々自慢しておりましたが、結果はご覧のとおりで

す。1982年の近鉄VS巨人の日本シリーズの、加藤投手の発言で巨人が日本シ

リーズを制したのを思い出しました。口は災いの元です。勉強になりました。  
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ニコニコBOX ② 

中野 勝  

甲子園では控え組。選手交代で篠崎さんが出番のところ、その場に限り、本

人がベンチに居なかったため、私に出番が回ってきました。結局試合はその

回で終了。篠崎さんに感謝です。  

中山 正巳    

野球の勝利、おめでとうございます。正直なところ、まさか勝てるとは思っ

ていませんでした。26対2だったら、私が参加しても勝てたかも？気を使っ

て欠場しなくとも良かったですね。（甲子園でエラーをしたかった野球部員

の独り言）  

野澤 俊夫  
RC甲子園大会、楽しんで来ました。まずまずのピッチングが出来、責任が果

たせたように思います。  

前島 正基  祝甲子園大勝！ 我がチームでダブルプレー成功！感動を覚えました。 

山﨑 幸登    
無事、株主総会が終了しました。今年度も新規一転頑張ります。 

齊藤年度ももう少しです。お疲れ様でした。  

村上 義孝  
①結婚記念日ケーキありがとうございました。家族4人で美味しくいただき

ました。②5月29日、茨城県社会福祉会の理事に就任いたしました。   

つくば 

シティRC 

 岡田 卓也  

6分区ガバナー補佐離任のご挨拶に訪問いたしました。お世話になりまし

た。ありがとうございました。菅原SAAさんと浦里幹事から、ニコニコBox

に出せと強く言われて・・・。  

つくば                                                                                                                             

サンライズＲＣ 

鈴木 一雄  

先日は例会、お邪魔しました。ありがとうございました。新年度よりよろし

くお願いします。  

● 第 4 回 つ く ば ダ ン 魂 協 賛 金 （ ニ コ ニ コ ）  

齊藤 修一  

岡田G補佐、一年間お疲れ様でした。菊池ガバナー補佐エレクト、關本セク

レタリー次年度はよろしくお願いいたします。本日はご来訪ありがとうござ

いました。  

高田稔美会員 

山﨑幸登会員  
（合計：30,000円 累計：30,000円）  
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～本日のニコニコ～ 

126,000円 
ニコニコ合計額  :  １，４４５，８００円 

 

2015-16年度 最終理事会 ６月２日（木） 

2015-16年齊藤年度 全ての議案 審議可決 1年間お疲れ様でした！ 
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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/ 
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４月度 ニコニコ 「あんたが大賞」 ・ 出席者報告 

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 

79名 55名 24名  2名 5名 3名 78.37％ 

飯田 正行 ・ 馬場 清康 ・ 浦里 浩司 出席報告 野澤 俊夫 


