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６月２２日例会報告 

各担当理事・委員長 事業報告発表 その２ 

第２クラブ奉仕委員会  綿引 信之 委員長 

 

第２クラブ奉仕委員会の活動が円滑に進むよう、各委員会に出席して、意見交換を行いました。 

 

１．出席委員会は、翌月の例会予定をFAXにて連絡をし、各会

員に先行して情報提供し、出席率の向上に努めました。 

 

２．会報委員会は、ITを推進し、タイムリーに読みやすい週報

を提供しました。 

 

３．親睦活動委員会は、若い会員の意見と参画を尊重し、会員

相互の融和と暖かい雰囲気作りができました。 

 

４．広報委員会は、ホームページ及びDVDの観賞や20周年の

記念事業など各新聞社を活用し、外部に対してロータリークラ

ブのPRができました。 

５．プログラム委員会は会員卓話、招待卓話を計画的に実施し、又、月に一回親睦例会のプログラムを組

み、会員相互の融和に努めました。 

会計  下山田 豊 委員長 

  

１． 

会計報告基準に則し、年間４回の会計収支報告を行う。 

 

２． 

クラブ運営資金と奉仕活動資金とを厳正に区分した会計処理を

行う。 

 

３． 

幹事と連携を密にし、クラブ資金の保管及び記帳、受入、支出

などに関し、厳正な会計処理を行う。 
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職業奉仕委員会   國府田 仁兵衛 委員長 

 

年間に２回の職場訪問を実施致しました。 

（上期） 

 第１回目は、昨年の９月に県の『霞ヶ浦環境科学センター』

を見学致しました。  

（下期） 

 第２回目としましては、今年の４月につくば市の教育施設

『ふれあいプラザ』を見学致しました。 

 

又 その他では、今年の２月の２０周年記念式典時に京都山城

ロータリークラブの皆様の接待、案内係を担当しました。 

社会奉仕委員会  川崎 庄一 委員長 

 

１．職業奉仕委員会と合同での移動例会により、水保全環境問題の研修会を実施しました。 

  実施日  平成１７年９月２２日（水） 

  場 所  茨城県霞ヶ浦環境科学センター 

  参加人数 ２６名 

２．創立２０周年の記念事業として、３年継続事業で進めてきましたロータリーの森創りの 終年度の整  

備を実施し、記念碑を建立して完成しました。 

  実施日  平成１７年１１月２０日（日） 

  場 所  つくば市遠東 ゆかりの森 

  実施内容 山ゆり球根の植え付け １２５０球 

       森の整備 

       記念碑の建立 

  参加人数 ロータリアン・家族   ７５名 

       ローターアクト     １０名 

       筑波大留学生      １０名 

       筑波学院大留学生     ６名 

       ボーイスカウト     １９名    

         合 計      １２０名 

  作業終了後、記念碑の除幕式を行い、手作りカレー料理とちゃんこ鍋を囲み、野外パーティで交流を

深めました。  

元筑波大学留学生で日本画家のパズキ・マリヤ様が 

訪問されました。 

  

パズキ・マリヤ様（元筑波大学留学生）来訪  
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つくば学園ローターアクトクラブの  秋田武史会長、竹林綾子次年度会長、野瀬裕太役員 

が訪問されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※５ページに 

 新年度事業計画  

つくば学園ＲＡＣ会員 来訪  

６月誕生日のみなさんです。おめでとうございます。 

６月の誕生祝い 

今回より、大友浩嗣会員が入会されました。 

大友浩嗣会員 入会  

今回より、篠田敏夫会員が入会されました。 

篠田敏夫会員 入会  
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大友  浩嗣 今回入会致しました。仙台へ行かれました伊藤社長に紹介して頂き感謝を致します。今後共

宜しくお願い致します。 

篠田  敏夫 本日より入会させて頂きました。今後共どうぞ宜しくお願い申し上げます。 

長谷部 一男 長い間大変お世話になりありがとうました。６月２９日で退任する事になりました。皆様の

ご健勝と益々のご繁栄を心から願っております。ありがとうございました。 

増山  栄 ・妻の誕生日祝ありがとうございました。 

・長谷部さん本当にありがとうございました。水戸ＲＣメンバーとしてのご活躍を御祈念申

し上げます。 

小堀  恒雄 岡添年度で毎月行われた、留学生交流会に出られていたイランのハズキマリヤの個展を行っ

ています。 

綿引  信之 月遅れの誕生祝いありがとうございました。四捨五入すると古希となりました。年に負けず

頑張ります。 

川崎  庄一 野堀会長、中山幹事１年間ご苦労様でした。お陰様で楽しい１年間を過ごさせて頂きまし

た。ありがとうございました。 

上野  修 ６月１７日日韓ラケットボール大会を静波で行いました。１回戦が韓国ナショナルチームで

した。いやー強いです。おかげで足を痛めました。くやしい！ 

そうそう妻が誕生日のようでした。すっかり忘れていて、おかげでまだ２４回ぐらいしかお

祝いしてません。 

安藤  栄敏 ６／２１に初めての誕生日を迎えた我が家の愛犬ジャム君。散歩の途中で出会う近所の愛犬

家さんからは「随分大きなミニチュアダックスね！！」と言われるくらいデカイ犬です。そ

う言えば 近は抱っこをしなくなったなぁ。重たいから。 

井田  充夫 一年間ローターアクトと一緒に若い人と行動出来て楽しかったです。若い方を是非ロータア

クトに入れて下さい。１年間有難うとうございました。 

ニコニコＢＯＸ 

ビジター 
パズキ マリヤ 様 元筑波大学留学生（日本画家） 

秋田  武史 様 つくば学園ＲＡＣ会長 

竹林  綾子 様  つくば学園ＲＡＣ次年度会長 

野瀬  裕太 様  つくば学園ＲＡＣ役員 

出席率 
会員数 出席数 欠席数 内無届欠席数 出席率 

  ６４名   ４２名  ２１名    ３名 ６６．６７％ 

出席免除 

１名 

本日の合計 ￥６３，０００－ 

本年度累計 ￥１，５６４，０００－ 
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７月の結婚・誕生祝い 

月 誕生日 結婚記念日  

会員 配偶者 

 

 

 

７月 

黒羽根 信弘    １３ 柴原  桂子     １ 鯨井  規功 ・直子    ２８ 

古本  捷冶    １６ 佐藤  由紀子    ４  

国府田 仁兵衛   １９ 鈴木  きよ    １０  

冨田  茂     ２１ 古本  邦枝    １４  

中村  義雄    ２３ 宮本  恵美子   １９     

斉藤  英夫    ２４   

つくば学園ＲＡＣ 新年度事業計画 

ターゲット：Ｔｈｅ Ｏｎｌｙ Ｏｎｅ 

方針   ：コミュニケーションをはかる・意識の共通化・信頼関係を育む・一人ひとりの意識の明確化 

 

月 日 内容 担当委員会 内容・ターゲットに対する目的 

7

月  11 

 新年度につい

て  全体  全体での意識の共通化 

  

22or

23 
TX 例会（in 柏）クラブ奉仕 

 ＴＸ線沿いの八潮・柏・つくば学園ＲＡＣによる小さな

３地区で、一つになるための準備。これをきっかけに幅広

い活動とクラブ内の意識の向上。 

8

月  26 

   27 

 まつりつくば

出店 

  

国際奉仕 

社会奉仕 

ＲＩガバナーのテーマの中の「水保全」「国際理解」に重

点をおいたチャリティー活動と筑波大学留学生を招いて

の出店。また、地域に根付く、知ってもらうことを目的と

した広報活動。クラブ内、地区内のコミュニケーションも

目的としている。 

9

月 
10 アクトの日 社会奉仕 

 地域に根付いた活動の一環として、愛児園の子ども達に

職業体験などの場を用意し体験してもらうことで、働くと

いうことに興味を持ってもらう。これは、愛児園の方から

の要望もあり、非常にニーズがあると考えている。（但し、

まだ内容は未定）クラブ内でも新しい職業発見の場にな

り、新しい可能性が見つかるかもしれない。 

10

月 
未定 運動会 クラブ奉仕 

 土浦ＲＡＣとの合同例会。ＲＩガバナーのテーマ「ロー

タリー家族」に重点を置き、ＲＡＣ、ＲＣ、米山奨学生、

筑波大学留学生、ＩＡＣが集まって色々な種目のスポーツ

をすることで、懇親や会員増強、退会防止をはかる。 

 

また、7 月からは昨年度の冬からつくばＪＣ主体で行われている「光の森」の実行委員会のミーティングに

参加させていただき、「光の森」のお手伝いをつくば学園ＲＡＣでさせていただく。この活動を通して、更な

る地域に根付いた活動を行っていきたいと考えています。 



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■ 

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

六月はロータリーの年度末に当たる。行政の年度替わりと違い、新しい年度への移行がきわめて速やかな

のは百年もの運営の積み重ねだろうか。新年度発足時にはすでに翌年度会長幹事が決まり、期の途中から

ある程度翌年の事業計画を立てる。それはちょうど、自動車の変速機のギヤが、お互い守備範囲を重ねつ

つシフトアップ出来る様子に似ている。カチッとかみ合わせて確実に動力を伝達する仕組みには信頼性も

重要になる。それらを繰り返し二十一年目を迎える我がつくば学園ロータリーも信頼と伝統の重みが備

わっているように思う。そういえば、ロータリーのシンボルマークは歯車。スムーズな加速と役割を終え

た野堀会長と中山幹事にはねぎらいの言葉を捧げたい。本当にお疲れ様でした。 

 

                                 クラブ会報委員  齊藤 修一 

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 

         各担当理事 事業計画発表 

         増山年度第一回理事会 オークラ ＡＭ１１：００～ 

 

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：つくば山水亭 ＰＭ７：００～ 

                                 

７月２７日（木） 各担当委員長 事業計画発表 

 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 


