
「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 

 

32 2017/04/26 

大野 治夫 会長挨拶  

3月23日（木） 例会報告 
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今日は鼻水です 

鼻水は、炎症の最近ウイルスの残骸が鼻水となってでるそうです。鼻水の色や粘り気で病

状を判断するそうです。花粉症の場合はさらっとした鼻水です。初期の鼻水も同じです。黄

色っぽい鼻水は細菌を処理したものが鼻水となっているそうです。鼻水は健康を保つのに重

要な役割をしているそうで、1リットルでているそうです。普段は蒸発したり、知らず知らずに飲

んでしまっているそうです。くしゃみは持続300キロで飛ぶそうです。咳はその半分くらいで150

キロから200キロだそうです。それより早いくしゃみは本風邪となるそうです。マスクが予防策に

なるので、みなさんもそのような症状の場合はマスクをして、周りに移さないよう十分に注意して

ください。 
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ロータアクト  胡亜萍様おしらせ  

 

こんにちは 

ロータアクトは自己成長につながる素晴ら

しい団体です。25周年の活動として留学

生とコミュニケーションを取りながらグロー

バル化社会がどのように、日本の企業が

どのようになっているのかを知ってもらう為

に浦里会員の工場見学をしました。筑波

大学の留学生5名が参加し、日本の産

業はどのように商品を提供しているのかを

見ていただき、つくばの良さも含め知っていただきました。10月にはライラセミナーに参加し、

ロータリー関係者とどのように団結力を高めていくのかを学ぶことができました。 

ロータアクトとして募金活動もおこないました。募金を行いながらゴミ拾いを行いました。ロータ

アクトになると、社会貢献を行いながら社会に関心をもつ、青少年になっていけると思いま

す。そして、2018年には全国研修大会会場が茨城になり水戸で開催されます。現在学園

ロータアクトは6人で活動していますが、4名が31歳になるので卒業となります。来年は全国

研修大会なので、メンバーがいなくなると会場を設営できなくなるので、年齢の上限を超えて

の活動を許可お願いします。 

 米山学友会からおしらせ  

米山奨学生、米山学友会があり、

招待状が来ています。5月12日～17

日の期間です。みなさん参加いただ

けたらと思います。 
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私は１年前につくばにきました。そのとき入会卓

話をやらせていただきました。皆さまになぜこの

ような会社に入ったのですか？で終わりました

がこれには続きがあります。DASHプロジェクト

を行っています。 

このDASHは、Daiwahouse Action Speed 

Heartです。これは普段の活動のプロジェクト

ではなく復興活動のプロジェクトで使われるプ

ロジェクトです。3/11 14：46に震災が発生した

時に3時間後に大阪に災害対策本部が作ら

れました。目的は３つあります。 

まずは顧客対応。15万７千棟あったので、建

物の確認とグループ会社が333棟ありました。

どこが使えるのか即座に確認し、仙台のロイネットホテルが使えること、そこに備蓄があったので２００名

の被災者が利用しました。また被災地外での救援物資を集め、ダイワ物流で運搬しました。 

次に応急仮設住宅の設置です。資材もどのように運搬するのかなど、応急仮設住宅は３／１９日に陸

前高田に３６世帯が始めとなりました。最終的には５３０８９世帯が設置されました。なぜこのような事が

迅速に行う事が出来るのかというと、今でも訓練を行っているので即座にできるようになり、そういう事が大

切なんだと思っています。最後に東日本１５８９３名の尊い命が失われました、会社に入っていろんな事

業を行っていますが、最初に入った気持ちを忘れずに頑張っていきたいと思います。 

会員卓話  志保  達郎会員  
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会員卓話  星  栄一会員  

星と申します。生まれは１９７２年５月、宇都宮

出身で、１９８５年の万博で初めてきてつくばの

素晴らしさをしりました。研究学園都市にあこが

れました。ゴルフが大好きで、最初の参加がゴ

ルフでしたが惨敗でした。年々スコアが悪くなっ

ています。頑張らないといけないですね。１９７２

年うまれで年齢でわかるとおもいますが、バブル

が弾けたときに就職活動時期で、なんとか東京

で就職し、３年間続けました。 

その後、地元の中小企業で働き、なんとか成

果も残しながら、起業しました。設立３年になり

ます。求人広告事業を主軸としてやっていま

す。ここ２年では、ホームページをきちんとしたも

のも作成し、簡易的なシステムをも作成しています。茨城でも顧客数は８００社～９００社を抱えていま

す。人事についてですが、本当に人が居ません。そこで経営者には２点お願いをしています。１点は会社

の体制づくりをどうしていくか、もう一つはいい人材なら常にリクルーティングしていく。いままでなら若い人

材を入れて技術を積ませ、育てていくといった形ではなくなっています。今の１８歳は８０％は大学に進学

してしまっているので、簡単な業務はシステム化、いい人材はリクルーティングを常に行っていくことを重視

していってください。 

 
本日のお客様  

つくば学園RAC 

会長 胡亜萍さん 

東京東江戸川ロータリークラブ 

鈴木冨士雄様 



2016-17 Vol.32 TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

■ Page 5 

 
野澤夫婦  結婚を祝う会  

野澤会員 

ご結婚おめでとうございます 
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会員数 出席数 欠席数 内無断 出席免除数 メイクゲスト 出席率 

81 56 25 2 2 2 73.41% 

 
無断欠勤ゼロ、出席率向上を目指して  

3日 大堀健二 様 

5日 猪瀬 博 様 

5日 村上憲範 様 

8日 増田忠則 様 

9日 中山正巳 様 

10日 阿部哲次 様 

13日 吉岡昭文 様 

18日 宮川健治 様 

22日 本多史郎 様 

22日 瀬戸口進 様 

24日 猪野研一 様 

25日 上野 修 様 

27日 圡田七百人様 

27日 清水義之 様 

1日 石井早苗 様 

10日 大野佐多子様 

13日 井田優子 様 

28日 高野園子 様 

誕生日 奥様誕生日 

 

下村 正 様 
♡ 

  宏子 様 

 

皆葉真治 様 
♡ 

  直美 様 

 

古本朝彦 様 
♡ 

  彰子 様 

 

逆井甚一郎様 
♡ 

  まさい様 

 

小関 迪 様 
♡ 

  暎子 様 

 

高野 勝 様 
♡ 

  園子 様 

 

前島正基 様 
♡ 

  朋子 様 

 

村上義孝 様 
♡ 

  美穂 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！ 

Congratulations  ４月の誕生日・奥様誕生祝い・ご結婚祝い  

1日 

小城 豊 様 
♡ 

  由美 様 

1日 

芝原 浩 様 
♡ 

  桂子 様 

15日 

高畠克友 様 
♡ 

  範子 様 

 

志保達郎 様 
♡ 

  美香 様 

 

鬼沢一彦 様 
♡ 

 有紀子 様 

 

池田一郎 様 
♡ 

  幸代 様 

ご結婚祝い 
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池田一郎  結婚祝いありがとうございます。  

今川武彦   

新人卓話では恥ずかしい写真をおみせしてすみませんでした。また、

酒を楽しむ会では、久しぶりに凄いシーンを・・・・・ 

私事ですが、昨日の（福）筑水会の理事会で副理事長に推薦され、4/1

に就任予定です。皆様のご指導を仰ぎながら頑張りたいと思います。     

木村英博    

本日は、谷田部南小学校の卒業式（今は継志式と言うようです）に、

参加してきました。ＰＴＡ会長として、祝辞を話して来ました。息子が卒

業ではないのですが、感動の式典でした。終了証を貰った6年生が夢

を発表して終了証を親に渡します。感動でした。4月6日（木）は、ＲＣの

観桜会です。日時場所は、19：00より 東雲さんです。  

鈴木昌実        
木村親睦委員長、お酒を楽しむ会お疲れ様でした。高畠さんの良い送

別会にもなったと思います。良い動画も撮れました。（笑）  

下村正  
つくば学園ローターアクト、新入会員を募集しています。ぜひ、若い社

員を奉仕のつもりでご協力をお願いします。  

中山正巳  

誕生祝ありがとうございます。大野会長、酒呑例会をまた企画してく

ださい。ちなみに我が家では今日の祝い酒（四合ビン）は一日で消え

てしまします。  

野澤俊夫  

先日は、入籍祝いの席を設けていただき、誠にありがとうございまし

た。暖かい祝福の言葉を沢山いただきました。皆様の友情に感謝しま

す。これからも、より一層のお付き合いをお願いいたします。  

塙徹  
先日、オーストラリアで初めてゴルフをしました。スコアは50,36と大変

なゴルフでした。ゴルフ場は、ケアンズゴルフクラブです。  

星栄一  
先日は、妻の誕生祝を頂きありがとうございます。引き続きよろしく

お願いします。  

増田忠則  

4月誕生のお祝いをいただき有難うございます。 4月8日で天皇陛

下と同じ年（83歳） 

になります。ぼちぼち引退を考えなければならないかな？  

宮川健治  
誕生祝ありがとうございます。1ヶ月早いですが、プレゼントをもらう

のはいつも嬉しいです。  

 ニコニコBOX 

本日の合計 54,000円 

本年度累計 1,060,000円 



2016-17 Vol.32 TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

■ Page 8 

  

〒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  3月・4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 

03月30日（木） 休会  休会②（定款細則第6条第1節により） 

04月06日（木） 例会  2017-2018年度役員・理事  

04月06日（木） 例会  2016-2017年度役員・理事、プログラム委員長・親睦委員長  

04月06日（木） 例会  移動例会「観桜会」場所：ホテルグランド東雲  

04月08日（木） 例会  移動例会 3クラブ合同夜例会・場所：山水亭 ※4/13（木）より変更  

04月13日（木） 例会  休会 ３クラブ合同例会への移動のため 

04月20日（木） 例会  第2回職場訪問「つくば国際ペット専門学校・つくばわんわんランド」、「つくばウェルネスパーク」見学 

     例会 家庭集会・卓話 モンゴル児童館館長「ガンバートルさん懇親会 

04月27日（木） 例会  元Ｊリーガー（松本山雅ＦＣ）「阿部吉朗氏」  

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

