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６月２８日（木）最終例会報告 

会 報 

つ く ば 学 園 ロ ー タ リ ー ク ラ ブ ＿  

退任のご挨拶                                会長  増山 栄 

一年間本当に有難うございました。 

 つくば学園ロータリークラブ第２１代の会長の職をなんとか恙無く終えようとしている今日、改めて振り

返ると本当にあっという間の一年でありました。同じ一年でも第１０代の吉岡会長の幹事役のときのほうが

ずいぶんと長く感じていたような気がしております。 

 会長職とはそのようなものかもしれません。なにしろ、すべての事業は幹事の塚原さんとそれぞれの担当

された役員と各委員長、そして委員の皆様にほとんどお任せなのですから。特に今年は永年お勤めいただい

た事務局の影広さんが退職され、今更ながらその存在の大きさに敬服しつつも、無事引き継いで業務を遂行

された後任の長坂さんと塚原幹事には本当にお世話になりました。 

 ６月号の会報でも述べさせていただきましたが、佐藤プログラム委員長の例会プログラムの楽しくタイム

リーな企画のおかげで例会の出席率も良く、また、例会内容を報告する毎週の会報もとても素人とは思えな

いほど紙面が充実していたのではないでしょうか、斉藤クラブ会報委員長の編集後記の内容の面白さに思わ

ず次週号を期待された会員も多いのではないでしょうか。おそらく他のクラブにも多くの愛読者が存在して

いたのではないかと想像します。 

 お蔭様で年度当初の事業も完璧とはいかないまでもすべて遂行することができました。私なりには満足し

ております。一年間が終わろうとしている今、つくば学園ロータリークラブの会長で本当によかったなとつ

くづく感じています。 

 今年度は三代奉仕委員会の事業に新世代奉仕委員会を絡ませ、クラブとして事業の連帯感を作り出そうと

しました。潤滑油となっていただいたのが鯨井委員長率いる親睦委員会の皆様であったことは言うまでもあ

りませんが、新世代委員会の下村委員長には 後まで大変な心配をおかけしました。終わってみれば無事に

収束し来年度に向けて新たな期待が持てるまでにしていた

だき本当に感謝しています。 

 も気になることは会員増強が思うようにできなかった

ことであります。6月の前半までは増減なしでしたが残念な

ことに年度末になり退会者が出てしまいました。地区全体

的な現象とは言え地区内で も元気のある地域にあるクラ

ブとしては歯痒い思いがあります。是非、来年の石川年度

に期待しますので宜しくお願いします。 

 終わりにつくば学園ロータリークラブの全会員への感謝

はもとより、直江ガバナー補佐をはじめ分区内の会長幹事

とは楽しい一年間のお付き合いが出来きましたこと、紙面

を借り御礼申し上げます。ありがとうございました。 

増山会長 退任挨拶 

It is the 22nd year since 1986 
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幹事退任にあたり                         2006～2007幹事 塚原 英夫 

 

 ２００６年７月にスタートした「増山年度」も本日 終例会をもって「石川年度」にバトンタッチとあ

いなりました。長かったようで短い一年だったと、よく皆さんおっしゃいますが、私の場合は「長い」は

なくてほんとに、あっという間の一年でした。たぶんそれは、なにも考えていない私が増山会長をサポー

トするというより、逆にサポートされっぱなしだったからだと思います。 

つたない幹事でしたがお付き合いありがとうございました。ロータリークラブの一年間を振り返るのは会

長におまかせいたしまして、私はＲＣ幹事職を務めてみて感じたことをお話します。 

実は先日買ったばかりのアルバムに現在の心境にピッタリの曲が入っていましたのでご紹介します。それ

はデニムという「竹内まりあ」のアルバムです、その中に人生の扉という曲が入っています。 

この曲中の詩にこんな一節がありました。 
訳しますと 

 

わたしは、美しい６０代だと言う 
あなたは、元気な７０代だと言う 
みんなは、８０代もまだ良いぞと言う 
そして、わたしは多分９０才以上生きると思う 
 
わたしは、枯れていくのは寂しいと言う 
あなたは、年をとるのはきついねと言う 
だれかが、人生なんて意味なんてないと言う 
でも、わたしはまだ人生価値ありと信じている 
わたしは、まだまだ｛生きるに価値あり｝と信じている 

 

こんな意味でしょうか。 

そして、こんな一節もあります。 

 

君のデニムの青が 褪せてゆくほど 味わい増すように 
長い旅路の果てに 輝く何かが 誰にでもあるさ 
 

これまでの人生をただ懐かしく思い起こすだけでなく、これからの人生を価値あるものにするために、ひ

とつひとつ小さなことも大切にしながら、自分のため、家族のため、大切な人たちのため生きてゆきた

い。そんなふうに人生を味わいながら「生きる価値」を見出して、生きてゆきたい。 

この曲の歌詞にまるっきり乗ってしまいましたが、 

これがこの１年を振り返った私の現在の心境です。 

単細胞の私でも50も半ばになりロータリークラブに１０

年もいるとこんなことも考えるようになるのかと、自分

自身驚いているところです。まことにロータリークラブ

に感謝、感謝です。 

後に私たちを支えてくださいました、役員はじめすべ

ての会員の皆様そして事務局、長坂さんに心より感謝致

しまして退任の挨拶とさせていただきます。 

１年間ありがとうございました。 

塚原幹事 退任挨拶 

I say it’s fine to be 60 
You say it’s alright to be 70 
And they say still good to be 80 
But I’ll maybe live over 90 
 
I say it’s sad to get weak  
You say it’s hard to get older 
And they say that life has no meaning 
But I still believe it’s worth living 
But I still believe it’s worth living 
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クラブ会長方針                      ０７０８年度 会長 石川 英昭 

 

 

 大儀、ロータリー誕生１００年から３年目を迎えた今年、本つくば学園ロータリークラブにとっても、

２０周年の記念すべき行事を大過なく実施し、更なる組織充実を図るべく創立時原点に戻り、真剣に考

え、クラブ発展と真のクラブ奉仕（ロータリー精神）を主軸に、RI会長が提唱しております「ロータリーは

分かち合いの心」をよく理解し、第2820地区ガバナー井上壽博氏の推進事項を各委員会毎に実施されます

ようお願いします。 

 本年度は、クラブとして、会員相互の親睦、委員会活動の充実、全員参加型の事業推進、規律ある和を

もって成す運営を目標とし、出席して良かったと思われる年度にしたいと考えています。 

 全会員の切なる協力を希望します。 

 

推進事項 

 

１）年度末純増会員１名 

２）ロータリーの森創造の継続 

  及び会社奉仕事業 

３）委員会活動の更なる活性化 

４）全員参加型の事業推進 

５）同好会等に依る会員親睦 

６）ＷＣＳプロジェクトの検討及び推進 

７）ロータリー財団、米山奨学記念、 

  つくば学園ロータリー基金への協力 

８）ガバナー方針の理解、協力と推進 

９）その他 

 

 

具体的には１名の会員増及び 

同好会と国際奉仕活動の活発化を目指す。 

今まで続けてきた代々の人達と会の名を汚すことなく楽しく心地良く過ごせるよう年度を収めたい。 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

     ０７０８年度 幹事 大野 治夫  

次年度事業計画案について     0708年度石川会長 
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６月７日例会より 

 

 
3クラブ合同ゴルフコンペで、 
めずらしくニアピン賞を2ついただきました。 
早速、たくさんの料理として出てきて、 
いやになるほど食べさせられました。 
体からシイタケが出てこないかと心配しています。 

ニコニコ大賞                   下村 正 会員 

増山会長、塚原幹事 

        一年間お疲れ様でした。 

増山年度 最後の例会 

 

毎週例会でお世話になっている 

オークラフロンティアホテルつくば様へ 

     感謝を込めてお礼をさせて頂きました。 

 

   

  一年間本当にお世話になりました。 

  次年度もよろしくお願いいたします。 

オークラフロンティアホテルつくば様へ 
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ニコニコＢＯＸ 

出席率 

本日の合計 ￥１０３，０００－ 

本年度累計 ￥１，８２０，０００－ 

会員数 出席数 欠席数 内無届欠席数 出席率 

６３名  ５２名  ８名  １名 ８６．６７％ 

出席免除 

３名 

安藤  栄敏 

増山会長、塚原幹事はじめ役員、委員長の皆様、大変お疲れ様でした。おかげさまで、

私としては楽しく思い出深い１年となりました。新年度も、気持ちを新たに頑張りたい

と思っております。 

飯田  正行 増山会長、塚原幹事、ご苦労様でした。 終例会でノルマ達成です。 

石川  英昭 
増山会長、塚原幹事、役員の皆様、大変ご苦労さまでした。次年度もよろしく。 肩に

力を入れない様に。 

礒山  正夫 増山会長、ご苦労さまでした。 

稲葉  浩吉 増山会長、塚原幹事、この１年間ご苦労様でした。  

浦里  浩司 
今月で入会１年になります。やっとロータリーソングも、なんとなく歌えるようになり

ました。そらで歌えるように頑張ります。 

齊藤  修一 
今年度 後のニコニコBOXです。皆様１年間お疲れ様でした。特に増山会長、塚原幹

事、本当にお疲れ様でした。次年度も、心機一転、皆様よろしくお願い致します。 

柴原  浩 
学園RCはすばらしいです。インターネットで（ホームページ）皆様のご活躍をみてお

ります。役員の皆様、ありがとうございました。 

塚越  俊祐 
増山会長、塚原幹事、１年間ご苦労様でした。今後ともご指導のほど、よろしくお願い

致します。 

塚田  陽威 増山会長、塚原幹事、役員の皆様、１年間ご苦労様でした。 

塚原  英夫 １年間お世話になりました。本当にありがとうございました。 

野堀  喜作 増山会長、塚原幹事、１年間ご苦労さまでした。私もこれで、乾杯役も卒業です。 

堀越  雄二 

増山会長、塚原幹事、ご苦労さまでした。末席でお茶を濁させていただきました。飛行

船イベントの際は、ご協力を頂き、大変ありがとうございました。お陰さまで、土浦に

基地建設の件、かなり具体的になりました。ありがとうございました。 

増山  栄 
１年間、本当にありがとうございました。石川年度も引き続き、よろしくお願いしま

す。 

路川  淳一 
増山会長、塚原幹事、１年間お疲れ様でした。来月から出席率の発表できなくて残念で

す。 

皆葉  真治 １年間、おさがわせいたしました。  

吉岡  昭文 会長、幹事 お疲れ様でした。  



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@46gama.com 

７月 ５日（木） 

         理事  事業計画発表 

 

７月１２日（木）（夜の移動例会） 

         直前会長・幹事 慰労会  

         会場：霞月楼 PM7：00～ 

 

７月１６日（月）（移動例会） 

         納涼会・国際交流パーティ  

         会場：ゆかりの森 AM11：00～ 

７月１９日（木）休会 

     ７月１６日（月）ゆかりの森移動例会と振替 

 

７月２６日（木） 

         委員長 事業報告発表 

 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ホテルつくば」 つくば市吾妻１丁目１３６４－１ 
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プログラム 予告 


