
「地球に役立つクラブを目指そう！！」 

TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. It is the 31th year since 1986  

2016-17 大野年度  

Vo

 

 

 

 

■ Page 1 

 

26 2017/02/22 

大野 治夫 会長挨拶  

２月２日（木） 例会報告 
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 2月に入りましてあと5か月です。今日は

甘酒についてです。正月やひな祭りなど

催事の時に飲む印象のある甘酒が、年

間を通じて飲まれるようになっています。米

こうじなどを使う健康的な発酵食品として

再注目されていることです。甘酒は、米飯

と米こうじ、水を混ぜて保温し、米のでんぷ

んを糖化させて造り、アルコールをほとんど

含まず、甘いのが特徴だ。酒かすや砂糖

を使う場合もあります。お酒が０．１％程度

入っている可能性もあります。 

今、一番売れているのが、Ｍ製菓が販売する「甘酒」の売り上げは、2010年との比較で15

年が1.8倍、16年は2.8倍にまで伸びたとのことで注目されています。 

発酵食品の酒かすと米こうじが原料で、ビタミンやアミノ酸を多く含む健康的な飲料として見

直され、生活に取り入れる人も増えたようです。日本版飲むヨーグルトとも言われるようで、

購買者の大半は女性で、中高年層から若年層へと広がり、行事だけでなく、日常的な飲み

物になっているそうです。 

地方の酒蔵などが造るご当地甘酒の「ラブレ菌発酵さわやか甘酒」（長野県）はキウイなど

入れを、「にじいろ甘酒」（福岡県）は抹茶などを混ぜて販売さていると言う事です。 

発酵食の研究や普及を行う日本発酵文化協会があり、「甘酒は栄養価が高く、飲む点滴

とも呼ばれ、好みの果物を混ぜたりジュースで割ってスムージー風にしたりしてもおいしいです

よ」と勧めています。みなさんもお試ししてはいかがでしょうか。 
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篠崎 忠志 幹事報告  

 
大野年度第8回理事会が開催されました。 

内容は以下の通りです。 

● 3月プログラムの件 

● 夜祭り祭２０１７ 

● 新年会の決算報告の件 

● 半期決算報告の件 

● つくばACT決算報告の件 

● ２０１７－１８第1回地区副幹事 

● 全国野球大会出場の件 

● 退会届の件（矢島定雄会員 ） 

● 会報委員会経費負担の件 

● その他 

● ピンクリボンフェスティバル協賛の件 

 
節分  豆まき  

鬼は外！ 

福は内！！ 

今年年男    

小城 豊会員（真ん中） 

阿部哲次会員（ 右 ） 
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半期決算報告  保原幸弘会員  

ニコニコボックス献金の進捗が現在

も低い状態で目標値より離れていま

す。奉仕活動の原泉になりますので、

引き続きご協力よろしくお願いいたしま

す。 

 

 つくば学園ロータリー基金について  齊藤修一委員長  

 

つくば学園ロータリー基金についてこれま

での経過を説明させていただきながら、現

状とこれからを考えていただければと思い

ます。 

つくば学園ロータリー基金とは1995年-96

年の吉岡年度10周年記念事業の時に

つくば学園ロータリークラブ独自の奨学

金制度を始めようと設立いたしました。当

時100万円の設立資金をもとに各会員か

ら1万円ずつ集め、つくば学園ロータリー

基金に充てようと言う事でスタートしました。 

当時の内容では米山財団基金が2万円で発生していました。今も続いていますが、対象奨

学者は、中国・韓国が非常に多くクラブ内でなぜ中国と韓国ばかりなのだろうと意見が出て

いたと聞いています。では独自に半額だけのつくば学園ロータリークラブ独自の奨学金を始め

て公平に奨学して行こうではないかとスタートしたと聞いています。 
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当時の定款細則の諸規定を見ていくと、どう言うものにするかと教育・福祉および国際交流

に対して助成金を行う。経済的困難などで就学が困難な青少年への教育・福祉・および環

境改善に対して助成を行うとなっています。現在の規定も変わらずこのまま続いています。 

会費1人あたり1万円の徴収を止めたのかというと、上野年度の時で、その間の12年間は各

会員一人当たり、1万円ずつ寄付をいただいていました。米山基金は2万円のところ、1万円に

減額して徴収していました。 

ちなみにどういう人に奨学して行ったかというと、

2004-06年の岡添年度の時にキム・ワイン・シー

さんが第1号の奨学金の対象者となりました。キ

ム・ワイン・シーさんは半期ずつで50万円、その

後、イランのアヘファティネジャドマスレ・ファテメさ

んに前期25万円を支給し、後期の増山年度に

なった時に、10万円になっていまい、当クラブから

の支給が行われなくなってしまいました。ファテメさ

んは結婚されていて、旦那さんは仕事を持ってい

たのにも関わらず奨学金が支給されていたので、

払う必要性の有無を問われ、支給が終わってし

まった経過があります。実はこの2名は筑波大に

依頼をして推薦されてきた方々で、他に頼むと思

惑とは合致しないとなってしまった経緯がありま

す。 

上野年度の時に社会的にと言う名目があったの

で、AEDをつくば市内が普及していなかったので

イーアスつくばとつくばの駅前交番、つくば学園

ロータリークラブと持ち回りでAEDを設置すること

になりました。このとき133万円がかかりました。現

在も設置されているのは、イーアスつくばと交番の

ものですが、使用期限が過ぎても使えてるという

のは、この2か所です。 
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2011年のときは、義援金として使われました。筑

波大生の被災学生に対してという制限をつけて

合計100万円を支給し、常総市水害の時は、常

総市に30万円、水海道ロータリークラブに10万

円、つくば青年会議所支援活動費に10万円、

合計50万円を支給しました。 

30周年記念事業の一環としてモンゴルの体育

館の設立費用として300万円を支援しました。 

今まで21年間に収入としては996万円、支出とし

ては672万円、残高は324万円ほど今も残ってい

ます。つくば学園ロータリー基金としては当年

度、前年度、次年度の会長幹事が運営すること

になっていますが、理事会の中で評決をいただい

て実際には動くということとしています。現在の残

額の活用方法も理事会で議題として挙げながら

進めていく予定です。緊急支援としての活用もあ

るので、現在くらいの残高は残しておいていいのか

なと思っています。現在は各会員からの寄付は

一切集めておりません。米山基金に対して2万円

を払うようにし、つくば学園ロータリー基金には一

切入れていませんが、収入の部が残高分だけ

残っている状態でいます。残高については収支

決算報告書に載っていますので、使ったのかそ

のままになっているのかはすぐにわかるようになって

います。 
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Congratulations  ２月の誕生日・奥様誕生祝い・ご結婚祝い  

２日 広瀬 潤 様 

９日 馬場清康 様 

1３日 木沢藤房 様 

22日 浦里浩司 様 

13日 路川優子 様 

16日 星 香織 様 

17日 小関暎子 様 

20日 瀬戸口博美様 

21日 前島朋子 様 

22日 山崎 幸 様 

26日 村上美保 様 

27日 中山敬子 様 

29日 岩瀬真菜実様 

誕生日 奥様誕生日 

6日 

井田充夫 様 
♡ 

  優子 様 

9日 

北島睦男 様 
♡ 

  昌子 様 

18日 

山口一也 様 
♡ 

 貴美恵 様 

19日 

山崎幸登 様 
♡ 

   幸 様 

ご結婚祝い 

お誕生日・ご結婚記念おめでとうございます！ 
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井田充夫 

結婚記念を有難うございます。41年目ということで、沖縄（石垣）に記

念旅行に行ってきました。暖かいはずが天気に恵まれず寒かったで

すが、きれいな海・山で和みました。  

伊藤麻夫   今年初めての例会出席です。本年もよろしくお願いいたします。     

猪野研一 
先日暖かい日があり、また、強い風が吹きましたので、今年も花粉症

が始まってしまったようです。  

浦里浩司       
誕生祝ありがとうございます。いつの間にか五十路も半分を過ぎて、

眠・歯・〇ラ全部ダメになりました。（泣）  

木沢藤房   
誕生お祝いありがとうございます。55歳になりました。これからもよ

ろしくお願いいたします。    

木村英博        

新年会はお世話になりました。ありがとうございました。 

3月の夜例会は、「純粋にお酒を楽しむ会」を開催します。「3月16日

（木）になります」場所は、沼田の筑膳さんです。よろしくお願い申し上

げます。   

菅原俊   
先月は、妻の誕生祝ありがとうございました。元旦からの配達、感謝

です。   

高田稔美   先日の山水亭でのオリエンテーションお疲れ様でした。  

馬場清康  

霧筑波を有難うございました。また、1つ歳をとってしまいました。

ハーフのエージシュートがやりやすくなるくらいの効果しかありませ

んけど。   

広瀬潤   

誕生日プレゼントありがとうございました。2年越しでの口説いていた

京大トップ入学の方の入社が決定しました‼ より会社が発展するこ

とを願っています。 

前島正基   
妻の誕生祝い有難うございました。しばらく、穏やかな生活が送れそ

うです。   

 
ニコニコBOX 
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増田忠則    
結婚記念のお祝いをいただき誠にありがとうございます。失念して

おりました、ロータリーはありがたいです。感謝。   

山﨑幸登    家内の誕生日、結婚記念日お祝いありがとうございます   

保原幸弘 
今年は所用により、例会欠席が多くなってします予定です。申し訳あ

りません  

村上義孝  
1月28日にショートステイあいリレーつくばの、オープンからの累計利

用者数が10万人を突破しました。これまで11年間の周囲の皆様からの

村上憲範  本日の例会、お願いします  

 
ニコニコBOX 

本日の合計 67,000円 

本年度累計 829,000円 

会員数 出席数 欠席数 
内無断 

欠席数 
出席免除数 メイクゲスト 出席率 

81 58 23 3 2 0 73.41% 

 
無断欠勤ゼロ、出席率向上を目指して  

ニコニコ大賞おめでとうございます！！ 
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〒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 

地域に役立つクラブを目指そう！！ 

2016-17年度 RIテーマ 
つくば学園ロータリークラブ  

例会日： 

例会場： 

木曜日 １２：３０～１３：３０ 

オークラフロンティアホテルつくば 

１．真実かどうか 

２．みんなに公平か 

４つのテスト 

３．好意と友情を深めるか 

４．みんなのためになるかどうか 

つくばオールロータリアンFaceBook同好会は、つくばの３クラブのロータリアンとローターアクト、インターアクトの 情報などをFaceBook上で共有していま

す。皆様、ぜひご活用ください 

つくば学園・つくばシティ・つくばサンライズ・ローターアクト  

 

ホームページもご覧下さい 

http://www.46gama.com/  

つくば学園ロータリークラブ

京都山城ロータリークラブ 
（第２６５０地区） 

友好クラブ 

プログラム予告  ２月 

公開  https://www.facebook.com/tsukubagakuenrc/?fref=ts  

非公開 https://www.facebook.com/groups/1482018048750125/?fref=ts  

非公開QRコード 公開QRコード 

02月23日（木） 例会  12:30～13:30 会員卓話 水戸証券株式会社つくば支店 支店長 高畠克友会員 「今年の株価の展望」 

03月02日（木） 理事会 11:00～12:00 役員・理事、プログラム委員長、親睦活動委員長 

   例会  12:30～13:30  会長挨拶  会員卓話月間「新入会員卓話」・逆井甚一郎会員・鈴木 一雄会員 

        会員・奥様誕生結婚祝、2月ニコニコ大賞 

03月09日（木） 移動例会 12:30～13:30 会員卓話月間「新入会員卓話」・村上憲範会員・今川武彦会員 

        会場：「ホテルグランド東雲」に変更 

03月16日（木） 移動例会 19:00～21:00 親睦夜例会「純粋にお酒を楽しむ会」 

        会場：「筑膳」つくば市沼田1441-1 バス出発18：15 ホテルグランド東雲駐車場 

03月23日（木） 例会  12:30～13:30 会員卓話月間「新会員卓話」・志保達郎会員・星 栄一会員 

03月30日（木） 休会  休会②（定款細則第6条第1節により） 

https://www.facebook.com/tsukubagakuenrc/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/1482018048750125/?fref=ts

