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2006/10/05 

９月２８日（木）例会報告 

会 報 

つ く ば 学 園 ロ ー タ リ ー ク ラ ブ ＿  

 

 

増山弘会員が 

    「ゼロ金利解除後の金融と経済動向」 

              についての卓話をしました。 

 

卓話「ゼロ金利解除後の金融と経済動向」  増山 弘会員     
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９月誕生日の皆さんです。 

おめでとうございます。 

９月の誕生祝い         

９月２８日例会 ニコニコＢＯＸより 

 

 

９月５日に満７０歳になり、笠間市長より、老人会の名

簿に私の氏名が書かれたとお知らせがありました。 

お祝いの字を悲しい思いで読みました。 

あと何年、この世の皆様とお付き合いを続けていけるの

か？と、思うこの頃です。 

ロータリーの皆様にお願い申し上げます。 

私を「老人」と呼ばないで下さい。 

皆様もすぐに「老人予備軍」ですよ！ 

                   染谷 洪一 

ニコニコ大賞                  染谷 洪一会員 

板橋ＲＣの高山精雄様が来訪されました。 

 

 

４頁に著書の紹介の紹介があります。 

高山 精雄様（板橋ＲＣ） 来訪  
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ニコニコＢＯＸ 

出席率 

本日の合計 ￥３８，０００－ 

本年度累計 ￥３９２，０００－ 

高山  精雄 （板橋ＲＣ）   江戸屋さん（吉岡さん）に長い間お世話になっています。  

安藤  栄敏  

結婚記念日の鉢植え、ありがとうございました。妻曰く、「結婚記念日に何かお祝いを

貰ったのって初めてよね」だそうで、最近は誕生日さえ忘れてしまうことが多かったの

で、とても感激しておりました。このシステムは大変ありがたい限りです。ありがとうご

ざいました。  

鯨井  規功  
１０月２６日の３クラブ合同ゴルフコンペに多数の参加申し込みをいただきましてありが

とうございます。また、誕生日のお祝いをいただきましてありがとうございます。 

染谷  洪一  

９月５日に満７０歳になり、笠間市長より、老人会の名簿に私の氏名が書かれたとお知ら

せがありました。お祝いの字を悲しい思いで読みました。あと何年、この世の皆様とお付

き合いを続けていけるのか？と、思うこの頃です。ロータリーの皆様にお願い申し上げま

す。私を「老人」と呼ばないで下さい。皆様もすぐに「老人予備軍」ですよ！  

吉岡  昭文 
東京板橋クラブの高山会員のメーキャップ、ご苦労さまでした。これからも親しくさせて

いただければ幸いです。  

高橋  恵一 

応援メッセージ 

１０月１２日に「土浦薪能」が亀城公園で行われます。古城で人間国宝が演ずる「幽玄」

の世界をお楽しみ下さい。＊有料です＊土浦薪能クラブの会長は増山会長です。  

塚越  俊祐 
妻の誕生プレゼントありがとうございました。誕生日は過ぎていますが、今夜はこのグラ

スを使って乾杯したいと思います。  

増山  弘 
本日はまとまりの無い卓話をお聞きいただき、ありがとうございました。準備に時間がか

かった訳ではないのですが、取り敢えず今晩から安心してお酒が飲めます。  

会員数 出席数 欠席数 内無届欠席数 出席率 

 ６４名   ４２名  ２４名     ４名 ６８．８５％ 

出席免除 

３名 

ビジター 

たかやま きよお 

高山   精雄 様 
板橋ロータリークラブ 会員 
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１０月の結婚・誕生祝い 

月 誕生日 結婚記念日  

会員 配偶者 

 

 

 

 

１０月 

大野  治夫     ４ 片山  桂子    １２ 菅原  俊   ・浩子    ４ 

路川  淳一     ９ 小堀  静江    １９ 石川  英昭  ・桂子    ５ 

柴原  浩     ２３     磯山  とし子   ２１   五十嵐 幸裕  ・昌子    ９ 

五十嵐 幸裕    ２６ 大野  すみ子   ２３ 片山  守   ・桂子    ９ 

田上  憲一    ３０ 小城  由美    ３０    田口  幸男  ・葉子   １４ 

  浦里  浩司  ・晴美   １５   

  中山  正巳  ・敬子   ２３ 

  上野  修   ・いゆ子  ２９ 

  東郷  治久  ・富紀子  ２９ 

  来訪されました、高山 精雄 様（板橋ＲＣ） 

                   の書かれました本を御紹介致します。 

 

  「四季で味わう豊かな人生」 ロータリー価格￥１，４００－ （定価：￥１，６８０－税込み） 

  「カリスマスピーチ３０秒」 ロータリー価格￥１，２００－ （定価：￥１，３６５－税込み） 

 

  注文者にはサインとひと言を記入してお渡しするそうです。 

 

                           ※例会時に注文の取りまとめを致します。 

 

 

書籍紹介 
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「ローターアクト地区代表公式訪問」レポート 

「ローターアクト・地区代表公式訪問！」 

９月２６日午後７時３０分・東雲において、つくば学園ローターアクトクラブへ、ローターアクト地区代

表公式訪問がありました。あいにくの天気でしたが、我がクラブからは、染谷新世代総括委員長、塚原幹

事と私が参加、地区役員をはじめ、サンライズロータリークラブより１５名近くの参加があり、３０名を

超える大勢の参加で、石田地区代表の公式訪問が始まりました。例会事業として、識字率向上についての

討論が行われ、世界的な現状と問題点などが討論されました。 

アクトを差し置いて、ロータリアンの元気な発言が目立つ例会で、大変盛り上がったと思います。 

 

新世代奉仕委員長             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■ 

 日曜日、五反田のキャッツ・シアターへ行った。正確には「家族に連行されて」が正しいが家内や子供

達はもう何度かここに来ている。よく飽きないなぁと思うが、最近ではその気持ちが多少わからないでも

ない。以前はミュージカルなんて女性や子供が観るものと思っていた。ある時「これは男性や年配者が観

ても楽しめるから」と言われ、浜松町の四季劇場で観た「異国の丘」でミュージカルに対する印象が変

わった。生の演技や歌を目の前で観ていると物語の流れやテーマが直接的に入ってくる。その後は「李香

蘭」「南十字星」等新しく公演が始まるのを待って観に行く様になった。多くの人に伝え続けなければな

らない歴史や事件は、本や映画等よりもむしろ生のミュージカルの方が適していると思える。 

 ちなみにキャッツ・シアターで上演しているのは「キャッツ」猫達の物語だ。劇中曲の「メモリー」が

効果的で涙を誘うが、男性かつ年配者かつ初心者が一人で観覧するにはちょっとつらいかもしれない。       

                                クラブ会報委員   齊藤 修一 

１０月 ５日（木） 会長挨拶  増山 栄 会長 

          「米山月間に因んで」    米山奨学会委員長  綿引 信之 会員 

          招待卓話「つくば１００本のクリスマスツリー」 

                 ＮＰＯつくばアーバンガーデニング 井口 百合香 様 

  

１０月１２日（木）（移動例会） ＡＭ１１：００～ オークラ新館アネックス玄関前集合 

          岡村製作所 見学（テクノパーク豊里） 

                        職業奉仕会委員長  皆葉 真治 会員 

 

１０月１９日（木） 招待卓話「機械時計の魅力」 

                 ドッペルコーポレーション代表   清水 義隆 様 

  

１０月２６日（木）（夜の移動例会）つくば地区３ＲＣ合同例会 

          会場：山水亭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 


