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６月８日例会報告 

野堀年度 後の月例会長挨拶 

 

６月度 野堀会長挨拶 

伊藤会員による入会予定者紹介と、 

転勤による 後の挨拶 

伊藤会員挨拶 

今回より、浦里浩司会員が入会されました。 

 

浦里浩司会員 入会 
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出席率 

会員数 出席数 欠席数 内無届欠席数 出席率 

  ６２名   ４２名  １９名    １名 ６８．８５％ 

出席免除 

１名 

伊藤  潔 ・この度、社命で仙台（トヨタカローラ宮城）へ行くことになりました。 

・つくばの生活９年、ＲＣで８年本当にありがとうございました。ロータリーの仲間と

友情に感謝あるのみです。お陰様で充実したつくばの生活が送れました。 

伊藤  潔 ・妻の誕生祝いありがとう御座いました。・新入会員予定の大友さん藤田さん、私の後

任の片山さんの３名について、今までの私同様、宜しくお願いを致します。・野堀会

長、中山幹事 １年間ご苦労様でした。（一括ニコニコです） 

長谷川 恵三 本日で本年度のノルマ達成致しました。 

浦里  浩司 本日より入会させて頂きます。今後とも宜しくお願い致します。 

国府田 仁兵衛 野堀会長、中山幹事いよいよ 後の月になりましたね。一年間ご苦労様でした。私もニ

コニコＢＯＸノルマ達成です。 

野堀  喜作 私の弟分の浩司君が入会してくれました。皆様宜しくお願い致します。 

稲葉  浩吉 明日の私の誕生日のお祝いがまだ届いていませんが、先付けでお支払いします。 

下山田 豊 結婚記念日お祝いありがとうございました。 

３クラブ合同 

ゴルフ参加者 

合同ゴルフ余剰金です。 

鬼澤  善則 野堀会長、中山幹事ご苦労様でした。また皆様方寒暖の差が激しい時期ですのでお体に

気を付けて下さい。出席率の悪い会員より 

飯田  正行 結婚記念日に大きなお花を有難うございました。５月１７日当日は中山幹事が総会を設

定してくれたので、銀婚式だったのに午前様でした。 

ニコニコＢＯＸ 

本日の合計 ￥９０，９４０－ 

本年度累計 ￥１，４０２，５３０－ 

ビジター 

大友  浩嗣 様 入会予定者 

篠田  敏夫 様 入会予定者 
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６月３日 新世代奉仕関東ブロック研修会講演 

６月３日（土） 国民宿舎「水郷」にて第１７ 回関東ブロック研修会基調講演が行われました。 

 

 

演題  

 

～日本という国家の現状、 

    世界の中の日本～           
 

 

 

 

 

 

 

講師  小野田 寛郎 氏 
 

 

 

１講師略歴 

大正１１年（１９２２） ３月 和歌山県亀川村（現・海南市）に生まれる 

昭和１７年（１９４２）１２月 和歌山歩兵第６１聯隊に現役兵として入隊 

               歩兵第２１８聯隊に転属 

               中国 湖南省に出征 

昭和１８年（１６４３） ９月 甲種幹部候補生に合格 

昭和１９年（１９４４） １月 久留米第一種陸軍予備士官学校に入学 
            ８月 同上卒業士官勤務見習士官 

            ９月 陸軍中野学校ニ俣分校に入学 

           １１月 同上卒業 

           １２月 比島軍指今部参謀部付杉兵団参謀部に配属 

               遊撃指揮及び残置諜者の命を受けルバング島に派遣 

昭和２０年（１９４５） １月 任 陸軍少尉 

            ９月 戦死公報 

昭和２５年（１９５０）    戦死公報取消し 

昭和３５年（１９６０）    昭和２９年付を以て戦死公報（以来１５年間戸籍上抹殺） 

昭和４９年（１９７４） ３月 作戦命令解除の命令を受け帰還 

昭和５０年（１９７５） ４月 ブラジルに移住 

昭和５９年（１９８４） ７月 ルバング島での経験を生かしキャンプを通して 

               逞しい青少年育成のための小野田自然塾を開く 

２講師紹介 

１９４４年にフィリビンのルバング島に派遣されゲリラ戦を展開、以来３０年間任務解除の命今を受けられないまま、密林

に罷もり一人で戦闘を続行し、１９７４年に救出され、日本に帰還した。その後は、ブラジルに移住し枚場を経営、ルバン

グ島の経験を生かし、青少年育成のための「小野田自然塾」を設立。高齢（現在８４歳）ながらも日本とブラジルを行き来

しながら青少年に自然の中での野外活動を通して逞しく生きる道を教えている。講演では、極限で小野田さんを支えたも

の、ルバング島での生活、仲間との別れなどの経験から、現代日本という国家の現状、そこに生きる若者へのメッセージ等

を講演する 

新世代奉仕統括委員長           染谷 洪一会員 
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ゴルフ同好会 報告 

「学園クラブ強し!!」 

５月２５日(木)筑波東急ゴルフクラブにおいて、サンライズクラブの主催で、つくば学園ロータリー・シ

ティロータリー・サンライズロータリーの三クラブゴルフ対抗戦

が行われました。入梅前でしたが、天候は晴れ、絶好のゴルフ日

和です。各クラブより精鋭が集合し、静かにそして熱く、対抗戦

が開始、みんな自分が優勝するものと信じてプレーしたと思われ

ます。筑波東急ゴルフは距離もソコソコ、そんなに難しいゴルフ

場ではありませんでしたが、皆さん苦労したようです。 

昼食時にゴルフ談義・ロータリー談義で盛り上がっていました。 

結果は学園クラブの圧勝で、夜の合同例会を更に盛り上げること

ができました。個人優勝は不肖、下村が戴きました。天候とパー

トナーにも恵まれ、とても有意義な１日でした。 

５月２５日３クラブ対抗コンペ         下村 正会員 

６月４，５，６日とゴルフ同好会有志で北海道は函館へ行ってきました。  

上図は右が大沼レイクGC、左が函館プリンスGCです、天気もよく空気が軽い感じがしました。メンバー

は我々４名と明野ミニゴルフの有志９名、合計１３名、明野の皆さんにはたいへんお世話になりました、

国府田さんに紹介していただいたツアーです。  

 

(5 ページに続く) 

北海道ゴルフツアー              塚原 英夫会員 
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東郷さんと私、塚原の間

が明野ミニゴルフの会

長、水神さんです。大変

気さくな方で一緒にいて

も、肩のこらない、いい

オヤジさんです、機会が

あったら明野でゴルフも

いいんじゃないでしょう

か。さて話は函館に戻し

ます、塚原のたっての希

望で函館ラーメンに、歩

いていたお姉さんに聞いたら、湯の川温泉においしいお店があるとのことでしたが、近くにあったオジ

チャンとオバチャンの店へ、そこそこおいしいラーメンでした、ちなみに私は牛乳味噌ラーメン、コクが

あっていけました、ここは五稜郭の近くで、その前にいった割烹も安くてうまかったのですが、お目当て

のイカソーメンにはありつけませんでした。 少々、時期が早いとのことでした、店の名前はたしか「粋

匠」こんな漢字だったとおもいます、スイショウと読むそうです。いい感じの店ですので近くまでいった

らぜひどうぞ、お薦めです。 

 

五稜郭タワーです、高さ

は９５ｍあるそうです

が、一番びびる高さで

す、私は手すりにつかま

るのがやっとでした。下

村測量さんの測量カンで

は８５ｍでしたが、１０

ｍほど違いました、距離

感が悪いわけです（スミ

マセン）。  

 

 

 

 

北海道はでっかいどう、スコアはいっさい忘

れました、メンバー（以下同文）、ゴルフは

楽しければいいのです、やれるうちにどんど

んやりましょう、仕事もね。 次は軽井沢を

予定しています８月３１日、１日です。近く

なりましたらご案内します。 以上、北海道

ゴルフツアーの報告でした。  

 

 

 

 

 

 

       2005～2006同好会 塚原英夫  

(4 ページから続く) 



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@axel.ocn.ne.jp 

■編集後記■ 

野堀年度も、もうじきゴールを迎えます。胸突き八丁、ファイトー、一発、ラストがんばれといった声援

が聞こえてきます。また、新しい会員を迎え、ベテラン会員が栄転され、人の交流の無常を感じざるを得

ません。伊藤親睦委員長長らくご苦労様でした。そして、仙台でのご活躍をお祈りしています。 

                            ゆうこう クラブ会報委員長 佐藤 裕光 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

幼稚園児でも一人で乗れ何事もなく利用出来てしまう、そんなエレベータに不安を感じる人はどれ位いる

だろうか。吊っているワイヤーが切れてしまったら、ドアが開かなくなってしまったら、停電になってし

まったら、地震が起こってしまったら等々。乗ってほんの数秒のわずかな時間でも無事目的の階について

ドアが開くとほっと安心してしまう。エレベータに限らずエスカレータや回転ドア等普段何気なく利用し

ているそれらの機械は、人が直接操作せずにシステムが自動で判断し動作停止する。心配性な私は毎日そ

のことを気にして利用している。そういえば、デパートでエレベータガールを見かけなくなったのはいつ

頃からだろう。                        クラブ会報委員   齊藤 修一 

６月１５日（木） 各担当理事・委員長 事業報告発表 

         新ロータリー基金奨学生挨拶 ファテメさん（イラン） 

 

６月２２日（木） 各担当理事・委員長 事業報告発表 

         新入会員２名入会式 

 

６月２９日（木） 野堀会長、中山幹事退任挨拶 

         クラブ総会「事業計画・定款細則改定（案）について」 

 

７月 ６日（木） 増山会長・塚原幹事 就任挨拶 

         つくばシティＲＣ会長・幹事 表敬訪問 

 

７月１３日（木） 休会（１５土に振替） 

 

７月１５日（土） 納涼＆国際交流野外パーティ        会場：ゆかりの森 ＡＭ１１：００～ 

 

７月２０日（木）（夜の移動例会）野堀年度 会長・幹事慰労会 会場：グランド東雲 ＰＭ７：００～ 

 ホームページもご覧下さい 

 http://www.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つくば」 つくば市吾妻１丁目１３６４－１   
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プログラム 予告 


