
「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 32th year since 1986  
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1１月 ロータリー財団月間  

11月09日（木） 例会報告 

Index 

小城会長挨拶／菅原幹事報告／誕生日・ご結婚記念祝い 

ロータリー財団会員卓話 大堀健二会員／ニコニコBOX・その他 

基本的教育と識字率向上月間  

会長挨拶  2017-18年度会長  小城 豊  

本年度も５か月が経ち、ガバナー公式訪問も無事に執り行われて少

し肩の荷がおりました。 

11月3日に行われたロータリーの森創り、ウッドチップ敷きやザリ

ガニ取り、山百合植えなど一日の作業にも関わらず、多くの方の参

加ありがとうございました。また事前から当日にかけ準備をした、

木沢社会奉仕委員長・前島国際奉仕委員長・中田親睦委員長ありが

とうございました。この事業は松くい虫にやられた森の創生事業か

ら始まり、今では多くの親睦も兼ねた事業となります。３００球植

えた山百合も来年夏ごろには素晴らしい花となることを楽しみにし

ています。 

また、１０月２９日に開催され、当クラブが協賛している「筑波ジュニアオーケストラ定期演奏会」

に参加し、当クラブ会員の藤川団長・飯泉運営委員長・鈴木委員が関わり、ノバホールが満員になる

程で、演奏を聴いて感動しました。１年足らずで本当に素晴らしいオーケストラになりました。 

今月はロータリー財団月間となります。大堀会員に出向し、ロータリーの森創生事業はこの補助金を

受けています。今月もよろしくお願いします。 

理事会報告 

・１２月プログラムの件／クリスマス例会企画の件／観月会・土浦薪能

の決算の件／正会員推薦の件／2018-19年度 米山記念奨学会より飯田

会員推薦の件／2018-19年度 大堀会員地区委員推薦の件／WCSこの指

止まれ協賛の件／牛久野球大会参加の件 

例会休会および変更 

土浦中央RC 11/15 → 11/25 10:00～変更  11/29休会 

土浦RC  11/23・11/30 休会 

2017-18年度幹事 菅原 俊  

幹事報告 
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1１月 ロータリー財団月間  

５日 大里喜彦 様 

５日 山口一也 様 

６日 増山 栄 様 

17日 木村英博 様 

21日 赤荻秀康 様 

21日 高田稔美 様 

1日 川﨑憲子 様 

1日 飯泉直子 様 

1日 村上かをる様 

3日 鬼澤文子 様 

10日 吉岡京子 様 

11日 吉岡鞠子 様 

12日 古本彰子 様 

14日 宮川麗子 様 

15日 圡田香織 様 

17日 齊藤理恵 様 

26日 伊藤理美 様 

28日 塙久美子 様 

誕生日 奥様誕生日 

6日 

鬼澤善則 様 
♡ 

  文子 様 

9日 

赤荻秀康 様 
♡ 

 百合子 様 

18日 

塚越俊祐 様 
♡ 

  悦子 様 

19日 

川﨑庄一 様 
♡ 

  憲子 様 

21日 

塙  徹 様 
♡ 

 久美子 様 

22日 

青山大史 様 
♡ 

  静代 様 

25日 

飯泉智弥 様 
♡ 

  直子 様 

26日 

中野 勝 様 
♡ 

 真粧美 様 

ご結婚祝い 

Congratulations    11月の誕生日・奥様誕生祝い・ご結婚祝い  

お誕生日・ご結婚記念日おめでとうございます 
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1１月 ロータリー財団月間  

ロータリ財団とは、「ロータリーが基金をつくり、全世界的な

規模で慈善、教育、その他、社会奉仕の分野で、何かよいことを

しようではないか」 という事で結成。ロータリアンが健康を改善

し、教育への支援を高め、貧困を救済することを通じて世界全体

親善・平和を達成できることをするという事です。ロータリー財

団の補助金はグローバル補助金と地区補助金があります。申請は4

月30日までとなり、申請が遅れると申請が受けられなくなり、ま

た報告は5月30日までに報告をするという事になっているので遅れ

る事の無いようにご協力をよろしくお願いします。 

つくば学園ＲＣでは、ロータリーの森創りで177,600円を事業補助

金として活用。奨学金については、今年3名に奨学金として地区奨

学金から1万5000ドル、ＴＲＦから1万5000ドル合計で3万ドルを使用しています。 

これまでの歩みとして、ロータリー財団では、1990年までは経済的援助をしていたが紛争はなくならず、

地球サミットの時に世界の「豊かさ」の指標を、経済的な側面だけを見るGDP（国内総生産）から、人の暮らし

の質を問うHDI（人間開発指数）に切り替え、親善・平和への援助として活用できるようにしてきました。また

ロータリー財団といえば、ポリオ撲滅です。撲滅まであと少しなので、ポリオ撲滅の寄付にもご協力お願いしま

す。1万円の寄付の90％以上が、奉仕プロジェクトに直接生かされます。私たちは透明性を重視し、責任ある資

金管理を行っているため、安心してご寄付いただけます。 ご協力お願いします。 

大堀 健二会員 

会員卓話 ロータリー財団ついて 

飯泉智弥 毎回バッチを忘れてしまってます。次回より忘れないように心がけます 

川﨑庄一 結婚記念祝と妻の誕生祝ありがとうございます。 

木村英博 
本日は誕生日祝いありがとうございます。感謝申し上げます。44歳になりました(^-^)段ボールに知可良に○があります。

11月に生まれて良かったです。 

鈴木昌実 明日のゴルフ頑張ってきます。グラブ飛ばさないよう要注意 

高田稔美 これから高知に行ってきます。誕生祝で頂いた霧筑波を持ってカツオを一年分頂いてきます。 

中田勝也 先日はロータリーの森にご参加ありがとうございました。吉村ミートをよろしくお願いします。 

中野 勝 結婚祝ありがとうございます。思い出してよかったです。 

中山正巳 
森創りに欠席しましたが、ロータアクトより息子と孫娘が変りに参加したようですが、ザリガニ池にハマって（嵌って）大

変ご迷惑おかけしました。今まで誰も嵌った事のないことを経験できて良い勉強になったようです。どうかな～？？ 

古本朝彦 
妻の誕生祝ありがとうございます。毎年、11月の最初の例会で思い出させてもらい、家で粗相なく対応できま

すので感謝しています。 

保原幸弘 「ロータリーの森創り」は急遽欠席となってしまい大変申し訳ありませんでした。 

会員30,000円目標 

ニコニコBOX 

本日の合計 41,000円 本年度累計 490,000円 



 

  

〒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  

ジョイン アンド エンジョイ Rotary 心豊かに生きよう・・ 

2017-18年度 RIテーマ 

つくば学園ロータリークラブ  
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  

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 

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 
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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 

83 58 25 6 2 0 71.60 

 
無断欠勤ゼロ、出席率向上を目指して  

11月16日（木） 19：00～20：30 移動例会「3クラブ合同夜例会」 つくば山水亭  18：30より受付開始 

11月23日（木）    休会 祝日「勤労感謝の日」 

11月26日（木） 09：30～14：30 移動例会 「つくばマラソンエイドステーション設置」11/30（木）より変更 

      場所 あかげらの森 

      （ボーイスカウトつくば第３団活動敷地）※つくばマラソン参加ランナーに対して、食料・飲料の配布 

11月30日（木）    休会 11/26（日）へ振替の為 

12月07日（木）    休会 12/9へ振替の為）  

12月09日（木）    小城年度「クリスマスパーティー」 
      場所：オークラフロンティアホテルつくば・アネックス 

12月14日（木）    役員・理事、プログラム委員長、親睦活動委員長   

      会長挨拶・年次総会・次年度役員・理事発表  

12月21日（木）    卓話（調整中） 

12月28日（木）    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

