
「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  
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大野 治夫 会長挨拶  

５月１８日（木） 例会報告 
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本日はお酒の話です。 

10月に浅草で花やしきで茨城県の地

酒祭りがあります。何年か行ってま

すが700人超型が試飲します。 

県内のお酒を飲む人はいるが、県外

でお酒の飲まれる率は、全国の35位

（17.3％）全国平均では29.5％にな

ります。 

茨城県では49件の酒蔵があります

が、地元のお酒が飲まれる率は

17.3％、全国で一番酒蔵の少ない群

馬県では29.5％、全国で一番の新潟

で99.8％、兵庫、秋田で88.5％で、

限りなく地酒が愛されているという

事です。茨城県は49の酒蔵があるにも関わらす、17.3％しかないということで、私にとっては

とんでもなく不届きものとなります。 

茨城県の成人でお酒を飲む量は年間5.5リットル、全国22位、新潟は12.4リットル、、秋田が

9.3リットルになっています。全国平均は5.4リットルで、私は年間90リットル飲んでます。で

もよく考えると1週間で一升の割合になりますので、さほどではないかと思います。そのなか

のほとんどが、浦里会員のお酒になります。事実であるかは定かではありませんが、昔は県内

の蔵で品質を落として、安い酒が出回ったので、日本酒のイメージが下がったという話もあり

ます。ですが、現在では県内でもおいしい酒が多く、バラエティに富んだお酒も造られていま

す。県外へのお土産にもいいとのことでお土産に持っていくのであれば是非「霧筑波」をよろ

しくお願いします！ 
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篠崎 忠志 幹事報告  

 

6月プログラムの件 

四半期会計監査報告の件 

観桜会・純粋にお酒を楽しむ会決算報告

の件 

職場訪問決算の件 

正会員 五十嵐さん、須藤さん 

職業分類変更の件 

 モンゴル訪問報告  井田会員  

お食事中に１２、１３、１４、１５

にモンゴルに行ってきました。 

米山学院会の招待を受けました。 

モンゴル訪問でしたが感動をいただ

いた訪問となりました。 

訪問当日のガンバートルさん紹介の

〇〇さんとお会いし、７つの事業を

行なっていること、今後米山学院の

事業とうまく行える事業があればな

どといお話ができました。 

プレRC15周年式典活動紹介 小沢米

山理事長を含む3人パストガバ

ナー14地区20RC79名の参加、韓

国RC、ウランバートル他16のク

ラブとプレRCが39名の会員と招

待者で300名で15周年式典が開催

されました。 

モンゴル米山学院会2017年度の総会に参加しました。 

テレルジという観光地でおこないました。 

つくば学園RCとガンバトールさんと児童館を創ることに賛同し、事業を行なっていきましたが、現段階で

井戸をほり水の供給とトイレを作成しないと活動できないことを確認してきました。現在必須事項が

井戸と暖房とトイレ、シャワーですので、しっかりと進めていきます。 



2016-17 Vol.36 TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

■ Page 3 

 

 
招待卓話  筑波大学学長  永田恭介様  

本日はつくばインターナショナルスクー

ルとの交流についてお話しをしに来まし

たが、少し内容を変更してお話ししま

す。みなさん経営者なので少し経営の話

を交え現在のインターナショナルスクー

ルの生い立ちをお話しします。つくばイ

ンターナショナルスクールは１９９２年

に開校しました。ボイルさんがつくばに

インターナショナルスクールがないのは

変なので作りましょうと始まりました。

最初は生徒数も少なく学費が先生の給料

になるといった形でした。かなり大変な

時期でしたが、そこに2007年にボイルさ

んが神戸に転勤になり、危機を迎えまし

た。誰が校長をやるのか？ 

ボイルさんは無償の校長でしたので、引

継ぎの人が居なく探すのに苦労しまし

た。そして加納先生が引き継いでくることになり、国際基準に沿う学校をつくることになりました。 

本当にびっくりしました。なぜならこのときは8名の生徒しかいなかったので、加納先生に校長になるよう

誘われましたがお断りしました。でも何度もお願いされ、実際に校長を引き受けることになったときには

上郷に学校を作りましょうとなりました。場所が場所なので、8名いた生徒も4名になってしいました。 

でも、一生懸命頑張って2008年にかけて、学校法人化にしました。それまでの過程はさまざまな課題があ

りましたが、校舎ができて無事に学校法人になりました。そこにまた大きな事件が発生します。2011年3月

の地震が発生して、そこに加納先生が亡くなり、本当に大慌てになりました。でもそれまで加納先生は本

当に一生懸命対応してくださり、さまざまな準備も進んでいて、生徒も80名になっていました。現時点で

は192名、小学校、中学校の国際基準をいただくことができました。幼稚園ができ、高校もこのお話しをす

る2週間前に認定を受けました。日本全体で6番目の学校になることができました。 

まだまだ準備段階の学校です。さまざ

まなアトラクションがまだないので、

徐々に進めていこうとしています。今

年の11月3日には文化行事がありま

す。いろんなプランがあると助かりま

す。子供との交流プラン 

先生たちとの交流プラン、スポーツの

プランなど、ほかにも役員との交流プ

ランや資金調達などのプラン、いろん

なお話しを頂けたらと思います。これ

からもつくばインターナショナルス

クールをよろしくお願いします。 
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スナップショット  
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本日のお客様  

 
スナップショット  

学校法人つくばグローバルアカデミー つくばインターナショナルスクール  

校長 クロフォード・シェイニー 様 
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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 54 23 2 3 1 70.51% 

 
無断欠勤ゼロ、出席率向上を目指して  

5日 逆井甚一郎様 

11日 内田智宏 様 

15日 井田充夫 様 

16日 星 栄一 様 

17日 青山大史 様 

22日 沼尻真一 様 

14日 保原裕美 様 

23日 皆葉直美 様 

28日 木村 綾 様 

誕生日 奥様誕生日 

3日 

布川 博 様 
♡ 

  鈴子 様 

3日 

馬場清康 様 
♡ 

  二三子様 

15日 

保原幸弘 様 
♡ 

  裕美 様 

16日 

塚田陽威 様 
♡ 

  千恵子様 

17日 

飯田正行 様 
♡ 

  満里子様 

26日 

増山 栄 様 
♡ 

  美紀子様 

31日 

圡田七百人様 
♡ 

  香織 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  ５月の誕生日・奥様誕生祝い・ご結婚祝い  
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 ３クラブ合同例会  スナップショット  

猪野研一 
私の計算が正しければ、目標達成のハズです。 今年は、なかな

か出席できずにいるので、早めに達成できて一安心です。   

浦里浩司    

大野会長、茨城県産日本酒の応援ありがとうございました。もち

ろん弊社は、つくば学園RC御用蔵ですので、何なりとご用命くだ

さい。ちなみに、弊社は、92％を茨城県内で販売しております。 

塚田陽威 
結婚祝いありがとうございました。47回目の記念日です。もう少

しで50回、金婚式を元気で迎えたいと思います 。 

木村英博          
甲子園の練習を２日前にやった影響で体中イタイです。特におし

りと足がイタイです。運動不足ですね！日々反省です。   

馬場清康   

結婚記念日のお祝いありがとうございました。長男が結婚して家

を出たので、新婚当時と同じ二人きりの状態になりました。 

でも、同じなのは人数だけ。初々しさも若さも無くなった相方と

はケンカばかりしています。仲裁役がいなくなったケンカは長引

き、今回も一日半、口を聞いていません。ケーキを持って帰って

手なづけたいたいと思っています。  

林康夫    眞子さま、おめでとうございます。  

村上憲範 甲子園野球のご活躍を！ 残念ながら欠席です。  

 ニコニコBOX 

本日の合計 25,000円 

本年度累計 1,213,000円 
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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  5月・6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 

05月24日 19：00 ～ 21：00   移動例会 「つくばＯＡＫライオンズクラブとの合同懇親会」ホテルグランド東雲 19：00～ 

05月25日 休会（5/24 水曜日に振替の為） 

05月28日 09：00 ～   移動例会 国際ロータリー第2820地区 地区大会 会場 ノバホール 8:30登録開始 

06月01日 11：00 ～ 11：25   理事会 大野年度第12回理事会 役員・理事、プログラム委員長、親睦委員長 

06月01日 11：30 ～ 12：00   理事会 次年度第2回（事前）理事会 次年度役員・理事、プログラム委員長、親睦委員長 

06月01日 12：30 ～ 13：30   例会 会長挨拶 理事・各委員会委員長事業報告発表 

06月08日 12：30 ～ 15：20   移動例会 第10回「中学生と語る会」つくば市立豊里中学校 体育館 

06月15日 12：30 ～ 13：30   例会 各委員会委員長事業報告発表 

06月22日 12：30 ～ 13：30   移動例会 会長・幹事退任の挨拶・各委員会委員長事業報告発表・ガバナー補佐引継ぎ訪問（予定） 

※会場：ホテルグランド東雲に変更になります。 

06月29日   休会（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

