
「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  

Vol.04 

 

 

 

■ Page 1 

 

2016/08/01 

大野 治夫 会長挨拶  

7月28日（木） 例会報告 
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会長挨拶にて大野会長は 

「これなんて読みますか？答えは“うんち

く”といいます。ということで蘊蓄をひと

つ。 

 大暑とは一年で最も熱い日です。７月23日

から８月９日の立秋までの節季の事と言われ

ます。この暑い日を乗り越えるの為、うなぎ

を食べる習慣として、土用の丑の日がありま

す。今年の土用の丑の日は7月30日で、土用と

は四立の前の約18日の期間で、丑の日とは 

十二支を使った日の数え方で、“土用の丑の

日”といいます。ではなぜ“土用の丑の日”

にうなぎをたべるようになったかというと、

暑くなるとうなぎが売れなく困っていたの

を、平賀源内に相談したところ、“本日丑の

日”と張り紙を店に貼ったところ、うなぎが

飛ぶように売れたことから土用の丑の日にう

なぎを食べる習慣がついたのです。」 

と蘊蓄を語った。 

この文字はなんと読みますか？と大野会長 



2016-17 Vol.04 TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

■ Page 2 

 篠崎幹事  幹事報告  

 
幹事報告で篠崎幹事は 

「ロータリー財団から100周年記念

シンポジウムの開催の案内が届いて

います。期日は2016年11月27日です

ので、詳しくは事務所に案内書を置

いておきます。 

 また、増田会員の知り合いでふれ

あいプラザの五十嵐様に来ていただ

きました。」 

と幹事報告を行った。 

 

 ふれあいプラザ  五十嵐様  ご挨拶  

幹事報告をする篠崎幹事 

 

ふれあいぷらざ・五十嵐様は 

「ふれあいぷらざはつくば市の生涯学習施設

で、指定管理業者として市より地域の活性化

のため、8月を強化月間で2イベントを開催し

ます。 

 つくば学園ロータリークラブさまのご後援

を得て開催していきます。 

 今回は“友情”という芝居を行います。白

血病の中学生をテーマのアメリカの実話で芝

居は500回を超える講演をしています。主演は

田村亮さん、市の活性化として協力を得て、

地域の小中学生に無料枠を設けました。興行

としては、赤字で開催します。劇団は2020年

のオリンピックまでに1000回公演を目指して

いるので、みなさまのご協力をよろしくお願

いいたします。 

もう一つのイベントでは、ジャズアンドジャズと言うジャズコンサート、5年目の開催になります。

ふれあいぷらざの連絡をする五十嵐 様 
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皆葉 真治会員より 

「下村委員長の代わりですが、報

告させていただきます。いよいよ

８月１日開催となりました。場所

はイーアスのセンターコートで例

年通り開催です。 

中学生の予選も練習も終わり、い

よいよ本番に向けてとなります。 

市長よりご協力頂き、当日出席し

て頂けるよう調整しています。 

当日は13時開会式、16時閉会式、是非ご参加をよろしくお願いいたします。」

とダン魂のお知らせを行った。 

 ダン魂開催のお知らせ 皆葉 真治会員 

 
事業計画  

 

勧誘・維持・教育・選考委員会  

上野 修副委員長 

「勧誘・維持・教育・選考委員会とは今年度

よりできた新しい委員会ですが、新入会員を

勧誘して、会員を維持していき、ロータリーア

クトで、みんなの友情を教育していきましょうと

いう委員会です。予算は20万としています。 

昔は会員増強委員会でしたが、海外ではメン

バーシップデペロップメントといい、ただただ会員を集めればいいだろうではなく、本当の仲間で

あるという事、みんなで考えながら、ロータリアンとして活動を真剣に且つ楽しめる事ができるよう

に考えていく委員会です。よろしくお願いします。」 

と事業計画を伝えた。 
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社会奉仕委員会 野澤 俊夫委員長 

 「社会奉仕委員会は副委員長として木

澤会員、会員に増田会員、高野会員の4

名で構成しています。 

 地域に密着した事業をこれまで展開して

きましたので継続していきます。ロータリーの

森創成、筑波山における清掃、その他まつ

りつくば乳がん撲滅運動への支援、などな

ど８項目からなっています。本年度は ロー

タリーの森の事業に地区の財団の支援金

を計上しておりまして、若干の予算増が期

待できますので、各委員および会長幹事様

とも相談して、新しい特徴のあるものを展開できればと考えています。予算としては、ロータリーの森創成で50

万円、その他の事業で20万円の合計70万円となります。」と伝えた。 

出席委員会 高畠 克友委員長 

 「例会出席率の平均75％以上を目標とし、月

間の例会スケジュール案内を会員全員に事前情

報として伝達し、出席率の向上につなげます。また

出席率の低い会員の方に対して移動例会などの

夜の例会への誘致を進めます。また卓話をお願いし

て出席していただきます。 

 無断欠席ゼロとして、奉仕の理想の元、食事代

の無駄、食事の廃棄を無くす意識を持てるよう会員

の方々にご協力をお願いします。また例会のスケ

ジュールを１か月前に案内し、例会出席を優先でき

るようにし、出欠の予定を早めに返信していただく、出欠の変更がある場合は、前日の夜までに連絡をしていた

だくという事にします。連絡は事務局または私宛に連絡します。 

FAX、email、携帯電話など多くの情報伝達ツールを活用し全員に連絡がいきわたるようにし、全会員に例

会出席率を90%以上目指していただきます。無断欠席の時は、次回にニコニコBOXにご協力いただく。 

予算は年間出席率９０％以上の会員の表彰という事で、一人3,000円を目安に79名239,000円を予定して

おります。」と伝えた。 
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 無断欠勤ゼロ、出席率向上を目指して  

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 

77 53 24 ４ ３ １ 73.97% 

 

 

国際奉仕委員会 塚越 俊祐委員長 

 「つくば市内の外国人との交流、インターナショナルスクールの

子供と親との交流・国境なき医師団に会員に対する卓話・WCSのほ

ね人までのの協力・筑波大学留学生との交流・緊急災害に対する援

助を行っていきます。 

国際奉仕活動として15万 WCSとして5万 留学生との交流で10万 

緊急災害対策に20万円 これ1年間行っていきますのでよろしくお

願いいたします。」と伝えた。 

 

ロータリー財団 路川 淳一委員長 

 「メンバーの大堀 健二会員は地区のロータリー財団の委員

長をしていますので、指導を仰ぎながら活動していきます。 

 当委員会はロータリー財団プロクラムの推進、寄付の推進 

、１１月にはロータリー財団月間がありますので、例会・卓話

を開催予定です。３つめは、ベネファクター会員の増強、4つ

目はポリオ特別基金、各委員会地区補助金・未来への夢計画寄

付金を進めていきます。皆様から寄付をいただきまして、会長

に恥をかかせないようにしていきます。」と話した。 

会計委員会 

「会計報告基準にのっとり４回の会計報告、クラブ運

営資金と奉仕運営資金、幹事との連携を密にして記帳

に関して厳密は会計をしていく。」と伝え、続いて 

「青少年奉仕委員会では、ローターアクト活動を通じ

健全な推進、ライラへの参加、青少年育成の奉仕活

動・第1回子供相談室事業開催 、中学生と語る会の開

催協力、つくばダン魂協賛金として30万円の予算を立

てていきます。以上よろしくお願いいたします。」と

伝えた。 
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スナップショット  
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小関 進  会長・役員の皆様お疲れ様です。 

村上憲範 今日で2回目の定例会です。よろしくお願いします。 

山崎幸登 

前回、会長・幹事の慰労会を欠席して、カナダで魚釣りをして

いました。ロータリークラブのおかげで完全な釣りバカに成長

しました。今後ともよろしくお願いします。 

木村英博  

先日は会長・幹事慰労会に多くのご参加を頂き心より感謝申し

上げます。二次会の時に救急車と消防車が大量に来たときは

『また⤵？』  と思ってしまいました。（笑） 

次回8月20日（土）は家族納涼屋形船です。よろしくお願い申

し上げます。 

高田稔美 

広報委員長として早1か月。カメラの腕前は全く上達せず、先

日は浦里さんの写真全部目がつぶってしまいました。後は鈴木

さんに任せます。 

中山正巳 

前回のSAAは弁護士トリオ＋清水さんでしたが、今秋はウエス

ト１ｍクラスのトリオ＋清水さんでした。 

清水さん、たくさん食べてウエスト１ｍカルテットの完成で

す。 

鬼沢一彦 

遅ればせながら先日、お誕生日祝霧筑波頂き、ありがとうござ

いました。先週の日曜日、職業奉仕研究会に出席しました。

「四つのテスト」の唱和と歌の話についていけませんでした。

勉強します。   

宮川健治 
大野会長 同学年の宮川です。ちょっとだけの先輩です。先輩

は先輩だよ！応援しています。 

北島睦男 
8月は妻と嫁そして初孫の親子三代の誕生日です。我が家では

トリプルスリーお祝いありがとうございます。 

本日の合計 27,000円 

本年度累計 128,000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 

 Email : gakuenrc@46gama.com  

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 

つくば市吾妻1丁目１３６４－１  

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  8月 

８月４日（木） 理事会 11:00～12:00       アネックス2F「夕映えの間」  

    例会  12:30～13:30       アネックス「昴西」  

８月11日（木） 休会 祝日「山の日」 

８月18日（木） 休会 8/20（土）「納涼パーティー」へ振替の為 

８月20日（土） 「2016！納涼パーティー」      集合:ホテルグランド東雲 

    スケジュール 

    15:00 受付開始 ⇒ 15:10 開会・バス出発 ⇒ 15：20 お客様紹介（車中にて） ⇒  

    17:00 屋形船出航 ⇒ 19:30 閉会（バスにて帰路） ⇒ 20：30 ホテル東雲着 解散 

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 

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

