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2007/03/08 

３月１日（木）例会報告 

会 報 

つ く ば 学 園 ロ ー タ リ ー ク ラ ブ ＿  

三月のご挨拶                                 会長 増山 栄 

 

 今年は冬を感じることなく啓蟄を迎えようとしていますが、この様子ですと我がクラブ恒例の桜をめでる

会も今月中に催さないと葉桜になってしまいそうです。 

 ところで、今年は、統一地方選の年であります。各地で合併後、はじめての選挙とあって早くも新旧入り

混じっての事実上の選挙戦に突入しているようです。私の市では長期にわたり議員をされている、いわゆる

長老議員さんたちにもその動向に少し変化が見られるようです。街の活性化が叫ばれている中、一概に年齢

だけでは判断は出来ませんが、長年に亘りバッチをつけてこられた先生方には、可能性を持つ後人に将来を

託す必要があることを感じ取っていただきたいと思います。 

 先日の国際交流パーティーの席

でもご紹介しましたが、２月２３

日はロータリーの日でありまし

た。ロータリークラブが１００年

の永きに亘り存続している理由の

ひとつに単年度制があると思いま

す。単年度制の欠点ももちろんあ

ることは事実ですが、一年でリー

ダーが変わるということは組織の

ガバナンスを大きく間違えること

がなく、仮にそのようなことに

なったとしても、一年でまた軌道

修正が可能であるという大きな利

点があると思います。もちろん、

政治の世界とロータリーとを比較

することはできませんが、これか

ら、地方政治のあり方が大きく変

化するとき、変化に迅速に対応し

的確に変革していく必要のあるこ

とを、もっとも身近であるはずの

議員さんたちには改めて認識をしていただきたいと思います。 

増山会長月例挨拶 
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水戸南ロータリークラブの小松崎政次様が来訪され、第２８２０地区 地区大会のＰＲをされました。 

１．遠方クラブを考慮し開始時間を繰り下げました。 

２．大阪での世界大会時で講演されたＣＷニコル氏を招きます。 

３．映像と音響を駆使して若いガバナーにふさわしいスマートでアカデミックな演出に致します。 

４．毎年懇親会の時間になると参加者が激減いたしますので、講演から懇親会への移行をスムーズにし、 

  メンバーをひきつけて帰さない工夫を致します。（充実した料理にご期待ください） 

５．ＲＩ会長代理は岡山県倉敷の橋本様です。歯科医師の先生です。 

※ ４／２０（金）の地区大会親善ゴルフ大会も是非ご参加ください。 

「地区大会ＰＲ」        水戸南ＲＣ 小松崎 政次 様 
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２月誕生日の皆さんです。 

おめでとうございます。 

 

２月本人誕生祝い 

筑波大学大学院生最終学年の留学生が対象 

前回は、ミャンマーのキン・ワイン・シさん 

つくば学園ロータリー基金について  野堀 喜作 委員長  

塚原 英夫 会員  ローターアクト委員会委員 

染谷 洪一 会員  新世代奉仕委員長 

田口 幸男 会員  ライラ委員会委員長 

 

委任状伝達式 
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ニコニコＢＯＸ 

出席率 

本日の合計 ￥１５８，０００－ 

本年度累計 ￥１，１３２，０００－ 

小松崎 政次様

（水戸南RC） 

4月14、15日の地区大会、20日の地区ゴルフ大会に皆様多数のご参加をお待ちいたし

ています。 

井田 充夫 

2月22日の国際交流例会では、30カ国80名の会員、外国の方にご参集いただき、実り

ある交流会が出来たこと、感謝いたします。島国日本のグローバル化に対応できる組織化

を計れればと思っています。 

浦里 浩司 

誕生祝、ありがとうございます。先日、老眼鏡を買い、また子供には「加齢臭がするよ」

と言われすっかりオッサンになってしまったと痛感している今日この頃です。こうなった

らオッサン道を邁進していくぞ！ 

小関 迪 

この度の母の葬儀も無事納骨まで終了いたしました。会員各位よりご厚志をいただきあり

がとうございます。ご返礼としてニコニコBOXに寄付をさせていただきます。本当にあ

りがとうございました。 

篠田 敏夫 

先日は第7分区ボーリング大会に参加させて頂きありがとうございました。分区で優勝で

きて、最高でした。（私は貢献できませんでしたが…）本日は嬉しいことが重なります。

バースディお祝いありがとうございます。もう一つくらい何かありそう！！ 

鈴木 敏雄 誕生日祝、いただきありがとうございました。 

中山 正巳 

先日、長男が陸上自衛隊、幹部候補生学校を無事に卒業いたしました。約1年間たいへん

厳しい日々の訓練はハンパでなかったみたいですが、私に似ずによく耐えたと思います。

自分なら120％逃げ出していたでしょう。 

野堀 喜作 
本日は、つくば学園基金につきまして、話をさせていただきましてありがとうございまし

た。 

増山 栄 

地区副幹事の小松崎様、ご苦労さまでございます。楽しみにしております。また先日は、

国際交流パーティの席では、あいさつを不慣れな英語でさせていただき失礼しました。あ

りがとうございました。 

増山 弘 
奉仕活動資金の底が見えてきてしまいました。ニコニコBOXへの協力、宜しくお願いし

ます。 

佐藤 裕光 
誕生祝、ありがとうございます。二月、厳寒の月生まれですが、今年は寒さを感じること

なくすっかり忘れてしまいました。 

小堀 恒雄 誕生祝、ありがとうございます。 

会員数 出席数 欠席数 内無届欠席数 出席率 

 ６３名   ４８名  １２名     ３名 ８０．００％ 

出席免除 

３名 

ビジター 
小松崎 政次 様  水戸南ロータリークラブ 
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２／２３ 2820地区第7分区ボウリング大会 

３月の結婚・誕生祝い 

月 誕生日 結婚記念日  

会員 配偶者 

 

 

 

 

 

３月 

皆葉  真治      ８ 野堀  敏子      ８ 山田  普 ・公子  １２ 

田口  幸男      ９ 浦里  晴美     ２７ 田上  憲一・幸子  １５ 

片山  守      １２ 増田  正子     ２８ 大友  浩嗣・紀子  １９ 

下村  正      １４  古本  捷冶・邦枝  ２３ 

河本  哲三     １５   

塚原  英夫     １９   

飯田  正行     １９   

宮本  学      ２５   

鬼澤  善則     ２８   

２月２３日（金）スポーレボウルにて、 

ＲＩ２８２０地区第７分区のボウリング大会が行われました。 

つくば学園ＲＣが見事優勝！三連覇致しました。 

優勝 つくば学園ＲＣ  ９０７（上位３名スコア計）   

２位 つくばシティＲＣ ８８７ 

３位 土浦ＲＣ     ８５０  

 

個人 塚原 英夫 幹事 ３１４（２ゲーム計） 

   磯山 正蔵 会員 ３１１ 

   大野 治夫 会員 ２８２ 

   井田 充夫 会員 ２６３ 

   安藤 栄敏 会員 ２５０ 

   篠田 敏夫 会員 ２３２ 

   下村 正  会員 ２３０ 

   増山 栄  会長 ２２８ 

   鯨井 規功 会員 ２２６ 

なお、当日の最高スコアは 

   飯島功光会員（つくばシティＲＣ）３２５ でした。 



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■ 

分区ボウリング大会の記事を掲載したが少し気になって調べてみた。発音すると同じになるが、ボウリン

グ(bowling)は、ドリルで穴を開ける作業のボーリング(boring)と区別する為に“ボー”と“ボウ”を書き

分けている。紀元前五千年頃の古代エジプトでボールとピンが発掘されているから、その頃からこの競技

の原型があったらしい。日本には文久元年に長崎に出現の記録があり約百五十年の歴史になる。うわさで

は坂本龍馬が大のボウリング好きと言われているが、新し物好きのイメージにふさわしいかもしれない。

ちなみにボウリングはアジア競技会や国体の正式競技になっている。 

                                  クラブ会報委員 齊藤 修一      

３月 ８日（木） 会員卓話『世界ローターアクト週間に因んで』 

         会場：東雲 

         新世代奉仕委員長          下村 正 会員 

 

３月１５日（木） 招待卓話『うつ病と自殺』 

         茨城県立医療大学付属病院 精神科医 山川 百合子様 

 

３月２２日（木） 招待卓話『かしこい携帯電話活用法』 

         ドコモショップつくば店  法人営業部 様 

 

３月２９日（木） 休会 （定款第５条第１節により） 

 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   

2006-07 Vol. 30 

Page 6 

プログラム 予告 


