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７月２７日（木）例会報告 

会 報 

つ く ば 学 園 ロ ー タ リ ー ク ラ ブ ＿  

出席委員会  路川 淳一 委員長 

 

（１）無届欠席、0を目指す。 

  ①1ヶ月前に全会員に月間スケジュール（含む移動例会） 

   を案内し、併せて各自の出欠予定を返信して頂く。 

  ②出席予定に変更がある場合は、その都度連絡を頂く。 

（2）例会出席率、70％以上を目標とする。 

  ①出席率の低い会員に対して出席を促し、 

   メイクアップ情報を伝達しメイクアップの推進を図る。 

  ②月間の案内スケジュールに卓話、イベント内容を入れ、 

   会員に事前情報を伝える事によって出席率の向上に繋げる。 

  ③年間出席率100％の会員を表彰する。 

（3）e-mailでの情報伝達方式の運用を継続する。 

  ①FAX方式と平行して、e-mailでの情報伝達を運用する。 

  ②E-mailにて近隣クラブの例会情報、メイクアップ情報を配信する。 

各担当委員長 事業計画発表  

 クラブ会報委員会  齊藤 修一 委員長 

  

 クラブの行事や活動を記録して、会員や関係クラブ相互のコミュニケーションを深める事に役立てるよ 

 う週単位の会報発行とホーページ更新を目指します。 

（Ⅰ）会報   

  例会や行事等の活動情報を会員や関係クラブ等へ配布します。      

   ・各委員会や同好会の事業計画と活動状況等の案内と報告 

   ・各会員の趣味趣向の紹介（私の図書館、私の写真館等） 

   ・近隣地域や関心のある事柄の案内と報告 

  方法・印刷による配布    

    ・メールによる配布 

    ・ホームページ上での配布（過去分を含めた会報） 

（Ⅱ）ホームページ 

  会員及び関係クラブさらに一般を含めた方々への各種情報を提供します。 

   ・クラブ紹介情報   ・会報情報   ・行事予定情報 



親睦委員会  鯨井 規功 委員長 

 

より活性化した事業を展開し、その効果を拡大するためには、会員相互の信頼関係を築くことと、 

クラブ外の方々との交流は欠かせないと考えます。 

よって、当委員会では、以下の事業を企画・実施致します。 

 

①当クラブの会員及びその家族相互間で親睦を図り、 

信頼関係を 深め、クラブ活動の活性化を図る事業。 

②スポーツ・レクリェーションなどを通して、 

クラブ内外の方々（他クラブ・海外・地域）との睦の輪を広げ 

交流を図りクラブ活動の効果をより広範囲に広げるための事業。 

 雑誌・広報委員会  東郷 治久 委員長 

  

 ①当クラブホームページの内容の充実を図り、 

        外部の方々にロータリークラブ活動のPRを行う。  

 

 ②会員間におけるインターネットの普及に努め、情報の伝達、 

              交換をより一層効率化たらしめる。 

 

 ③マスコミ各社にロータリー活動を積極的にPRし、 

           記事を通して多くの方々に理解を求める。 

 

 ④雑誌「ロータリーの友」を通じ、ロータリークラブ活動の情報を会員各位に提供する。 

 今回より、小城豊会員が入会されました。 

小城豊会員 入会 

 今回より、増山弘会員が入会されました。 

増山弘会員 入会 
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７月誕生祝いの皆さんです。 

おめでとうございます。 

７月の誕生祝い 

７月２０日直前会長幹事慰労会の時に、 

飲んだ勢いで決まった「つくばマラソン」参加！ 

そして同好会として発足致しました。 

 

 

 

１１月２６日（日曜日） 

つくばマラソンにエントリーします。 

皆さんご声援宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

７月６日例会 ニコニコＢＯＸより 

 

 

「手ぶらで例会、たすきも取れて気楽に例会出席も良い

ものですね。でも自分の席を探すのに一苦労！！ 増山

会長、塚原幹事 一年間頑張って下さい。」 

 

                   中山  正巳 

マラソン同好会 発足！          皆葉 真治 会員 

ニコニコ大賞                 中山 正巳 会員 
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野堀  喜作 慰労会、大変ありがとうございました。楽しい一夜でした。 

古本  捷治 共々６３才まで 公務員なら停年の年になりました。友人の大半は遊んでいます。 

勿論小生も毎日遊んでいますが。 

増山  栄 小城さんと増山さんをよろしくお願い致します。 

鈴木  敏雄 かーさんの誕生日祝って頂きありがとうございました。 

斉藤  英夫 ありがとうございました。度々欠席をして申し訳ありません。 

出来るだけ出席をしますが、休みも多いと思いますのでよろしくお願い致します。 

鯨井  規功 今月結婚記念日のプレゼントを頂けることになりました。昨年は何を頂いたかわかりま

せんでしたが、今回は選ばせて頂きましたので、非常に楽しみにしております。 

ありがとうございました。 

安藤  栄敏 右も左もわからないうちに７／１５の納涼会バーベキューに家族その他で参加させて頂

きました。私の会社のスタッフ２名が来月より学園ローターアクトに参加してくれる事

になりました。これからもよろしくお願い致します。 

堀越  雄二 小城豊ちゃん＆高橋新会員をよろしくお願い致します。 

尚、本年は心を入れ替えＲＣ活動を少～し、頑張ります。 

中山  正巳 会長幹事慰労会ありがとうございました。 

これでフロアメンバーになり気楽なロータリーを楽しみます。 

齊藤  修一 スタートして間もない例会ですが、後一ヶ月もすれば慣れますよね？ 

ＳＡＡ本当にお疲れ様です。 

ニコニコＢＯＸ 

出席率 

会員数 出席数 欠席数 内無届欠席数 出席率 

 ６４名   ４５名  １８名     ０名 ７１．４３％ 

出席免除 

１名 

本日の合計 ￥５４，０００－ 

本年度累計 ￥１４１，０００－ 

８月の結婚・誕生祝い 

月 誕生日 結婚記念日  

会員 配偶者 

 

 

 

８月 

小城  豊     １３ 石川  桂子     ５  

大友  浩嗣    ３１ 斉藤  尚子    １５  

 細田  昌子    １７  

 篠田  美津江   ３１  
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７月２３日(日)午後３時より、柏市近隣センターにおいてローターアクトTX例会として、初めて埼玉県・

千葉県・茨城県のつくばエクスプレス沿線のローターアクトが集合し、合同の例会を開催しました。 

八潮ローターアクト・柏ローターアクト・つくば学園ローターアクトの総勢３０名が集まり、今回は柏

ローターアクトがホストになり、式典や会合の進行・準備の勉強会を行いました。 

講師の指示により、急に仮装の式典を行うことになり、短い時間でみんなが結集して意見を出し合い、式

次第の決定・準備書類・タイムスケジュール等、物事を進める様はとても頼もしく感じました。 

私と増山会長・金子ローターアクト地区委員が参加し、若い力と可能性を感じた例会でした。 

つくばの時にはみんなで盛り上げてほしいと思います。               

                                         下 村  正 

つくば学園ローターアクト 便り 

新世代奉仕委員会             下村 正 委員長 



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■ 

 

 夏目漱石が「坊っちゃん」を月刊誌ホトトギスに発表して今年でちょうど百年になる。「赤シャツ」や

「山嵐」そして「うらなり」に「マドンナ」等個性的な登場人物の描写と、一人称で書かれた江戸っ子風

の文章は読みやすい。テレビや映画化も沢山されているので大筋を知らない人はいないだろう。 

 発表された明治三十九年は日露戦争が終わった二年後でポーツマス条約締結の翌年である。また物語は

漱石自身が松山の中学に赴任した一年間を元に書かれたと言われていて、その明治二十八年は日清戦争が

終結した時期でもある。舞台の松山は、東京で学友だった俳人正岡子規の出身地でもあり、さらにその友

人には日露戦争で活躍した秋山兄弟の秋山真之がいる。また漱石門下生には物理学者寺田寅彦もいた。 

 子供の頃は単に面白さだけで読んだ小説を、作者周辺の人物や時代背景を辿って再読するのも、大人の

読書法かも知れない。 

                                クラブ会報委員   齊藤 修一 

８月 ３日（木） 会長挨拶  増山 栄 会長 

         新入会員卓話 

         理事会 オークラ3F『ヴィーナス』の間 ＡＭ11：00～ 

 

８月１０日（木） 休会（定款第５条第１節により） 

 

８月１７日（木） 定時総会 ０５－０６決算・監査報告     会長・幹事 

              ０６－０７年度予算（案）について 会計長・会計監査 

 

８月２４日（木） 「会員増強月間に因んで」  中村 義雄 委員長 

         新入会員卓話 

 

８月３１日（木） 第七分区ガバナー補佐来訪  直江 忠則 ガバナー補佐  岡田 セクレタリー 同行 

         新入会員卓話 

         会場：グランド東雲         

 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 


