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 3月に入り、今年度も2/3が終了しまし

た。メールの内容も次年度の内容が増え、

次年度役員も少しずつ忙しくなるかと思い

ます。長い会議等もありますが、めげずに

頑張り、いい新年度のスタートを切ってく

ださい。 

 今年度のスケジュールとしては、3月15日

にボウリング例会、4月にはOAKライオンズ

クラブとの合同例会の観桜会、4月19日には

職業奉仕の職場訪問（今年はつりぼり）、5

月には甲子園での野球大会と3クラブ合同例

会となりますので、皆様参加よろしくお願

いいたします。 

 先月25日に筑波ライオンズクラブ結成50周年記念式典に出席してきました。そこでロータリークラブ

とライオンズクラブの違いは何だろうとの疑問が湧いてきたので調べてみました。一般的には運営等に

差は無く、ロータリークラブは個人奉仕団体（I Serve）に対し、ライオンズクラブは団体での奉仕団体

（We Serve）であるという事、また、ライオンズクラブは入会がし易く、ロータリークラブは入会に理

事会での承認が必要とする厳格の高いという事、ロータリークラブは基本、会費での運用が多く、自己

負担金が少ないが、ライオンズクラブは、基本個人負担金による出費が多くなるといった傾向にあるよ

うです。この自己負担金の違いは、ライオンズクラブの創設者のメルビンジョーンズさんの奉仕をする

には、個人負担の金額はかけるべきとの考えがあるためだといいます。 

 また、筑波ライオンズクラブは1年で21人という会員増強を行っているようで、非常に驚きました。

会員増強でライオンズクラブは、一番のライバルであると感じました。まだまだこれからも会員をしっ

かり増やしていけたらと思います。 
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寄付功労者記念品授与式 

米山功労者  

第1回 山﨑幸登会員 第4回 浦里浩司会員 

4月プログラム承認の件 

OAKライオンズクラブ合同例会の観桜会の件 

第2回職場訪問の件 

ゆかりの森決算の件 

正会員承認の件（海堀様・高橋様） 

つくば駅の交番へ設置したAED保守の件 

地区大会開催の件 

米山記念館補修の件 

其の他 

 ピンクリボンの件 

 野球甲子園出場の件 

 来年の米山奨学生受入の件 

2017-18年度幹事 菅原 俊  

幹事報告 
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Congratulations  ３月の誕生日・奥様誕生祝い・ご結婚祝い  

2日 石井 一 様 

6日 海堀敏光 様 

7日 野澤俊夫 様 

8日 皆葉真治 様 

14日 下村 正 様 

14日 大木康毅 様 

19日 飯田正行 様 

25日 宮本 学 様 

8日 野堀敏子 様 

27日 浦里晴美 様 

28日 増田正子 様 

29日 村山春香 様 

誕生日 奥様誕生日 

1日 

吉岡隆久 様 
♡ 

  京子 様 

1日 

西村孝広 様 
♡ 

 美穂子 様 

3日 

伊藤麻夫 様 
♡ 

  理美 様 

5日 

高穂勝憲 様 
♡ 

  綾子 様 

15日 

中田勝也 様 
♡ 

  純子 様 

ご結婚祝い 

おめでとうございます！ 

 

委嘱状授与式 

米山記念奨学会委員会 

米山学友委員 

 

東郷 治久 会員 
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親睦委員会 中田 勝也 委員長  

会員卓話 

親睦委員会委員長の中田です。皆様親睦例会の多

くのご参加・御協力ありがとうございます。 

今後の予定ではボウリング例会・OAKライオンズ

クラブ合同の観桜会を予定していますので、ご参

加よろしくお願いいたします。また、つくばシ

ティRCとの親睦ゴルフ大会もまだまだ空きがあり

ますので、ご参加よろしくお願いいたします。 

 今回は私の仕事の弁護士のお話をします。最近

はテレビ番組に取り上げられることが増えてきて

いて認知度が上がってきていますが、実際なにを

しているかというとお困り事の話を聞いて解決していくカウンセラーのようなものだと考えて

います。 

 良く先生の専門はと聞かれることがありますが、この職業は特に専門は無く、ご依頼を受け

れば、どのような分野でもご相談いただければ、法律を用い、問題解決に向けて話を進めてい

くという形をとっています。 

 実は弁護士は、増えてきていて、茨城県にいる弁護士は必ず茨城県弁護士連合会に所属し、

番号が付き管理されていきます。この番号は警察などに行くと聞かれ、面会することができる

ようになるといった番号になります。 

 なぜ弁護士になったかというと、実は音楽で

生きていこうとしていたところ父親に怒られ、

自分なりに父親が納得する職業はなんだと考え

たところ弁護士という答えを出して現在に至り

ます。 

 さまざまなご相談を頂きますが、中には相談

中に相手が事務所に乗り込んできたなどという

事も過去に何度がありました。 

 また、仮に皆様が刑事事件で捕まったとした

ら、知り合いの弁護士にお願いすることが最善

策となります。親身に対応してくれるので、早い段階で解決に向かうと思います。 

 つくば学園RCには、私のほかに優秀な弁護士が2名いますので、お困りごとができたとき

は、ご相談にのりますので、どうぞよろしくお願い致します。 
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会員30,000円目標 

ニコニコBOX 

飯田 正行 誕生日のお祝いありがとうございました。私の大好物をありがとうございます。 

猪野 研一 花粉症の季節になりました。いろいろとても残念です。 

内田 智宏 
先日はつくば青年会議所のPRの時間をいただきありがとうございました。おかげ様で無事に例会を終えることができまし

た。 

大里 喜彦 

昨日私の大嫌いな奴がやってきました。もう40年にもなります。もう来るなと言っても来てしまいます。奴が来ると我が家

のゴミ箱はティッシュでいっぱいになり、私はハナカミをし、涙がでてしまいます。2カ月も居すわります。早く出て行っ

てもらいたいものです。 

浦里 浩司 
2/14バレンタインデーの無いとウォーキング中に、左ふくらはぎの肉離れというありがたくないプレゼントを頂きました。

年齢と体重が問題だとダイエット指示があり、困っています。 

浦里 浩司 ニコニコ第2弾。米山功労賞と妻の誕生祝いありがとうございます。 

鬼沢 一彦 

本日欠席の鬼沢ですが、今年度ニコニコ不足の為よろしくお願いします。2月14日のバレンタインデーに2人の美女が時間を

ずらしてご来店。それでは2部構成の第1部。磯山さやかさん。朝9時にご来店。テレビ朝日金曜日、茨城県PR番組「磯山さ

やかの旬刊いばらき」のロケ。ひたち野と常陸牛を紹介していただきます。放送予定は3月9日（金）です。尚鬼沢はでませ

ん 

鬼沢 一彦 

本日2通目第2弾です三船美佳さん。夕方5時にご来店。テレビ朝日、土曜日「朝だ生です旅サラダ」の「三船美佳の週末

行ってみっか茨城編」のロケ。筑波山梅まつりの他、ひたち野で常陸牛をいただきました。こちら放送予定3月3日（土）で

す。こちらは鬼沢出演あるかもです。ということで撮影が2月14日でしたが、お2人からチョコレートをゲットすることはで

きませんでした。それではまた。 

鈴木 一雄 今朝の爆弾低気圧すごかったですね。私の奥様も爆弾低気圧でした。 

中田 勝也 
そういえば、結婚記念日3月でした。今年はひとつ屋根の下で暮らせるよう人に優しくしようと思います。今日は今月分の

生活費持ってこい言われてます。 

木村 英博 
今日から3月がスタートします。毎月1日は何故仕事をしているのかを考える日にしております。使命感をもって役に立つ人

間になりたいと思います。 キムラはLCのスパイではないです。(o^―^o)ﾆｺ 

高田 稔美 春ですね 

前島 正基 家内への誕生日プレゼント有難うございました。妻の笑顔で惚れ直せるような気がしました。そう信じたいと思います。 

増山 栄 
3月4日には高橋Gエレクト3大セミナーの一つ、地区チーム研修セミナーが開催されます。いよいよスタートです。緊張感を

維持できるか、今から少し不安です。クラブの皆さんよろしくお願いします。 

村上 義孝 中田弁護士、ピンチヒッターでの講話お疲れ様でした。 

山崎 幸登 米山功労賞を戴きました。何の事だか理解出来てませんが、ありがとうございます。多分ニコニコを出せという事ですね 

本日の合計 44,000円 本年度累計 904,000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 60 22 3 2 0 76.25% 

 
無断欠勤ゼロ、出席率向上を目指して  

03月08日（木）14：00 ～ 18：40 移動例会 最先端医療卓話「最近の医療のお話」 

      （公）筑波メディカルセンター 代表理事 志真康夫 様 会場：ホテルグランド東雲 

03月15日（木）    移動例会 ボウリング交流懇親例会 

      ・スケジュール 

      18:00～  ボウリング大会「スポーレボウル」（受付開始17:30～） 

      19:30～21:30 懇親会開始「イタリア料理・カプリチョーザ」 

03月22日（木）12：30 ～ 13：30 例会  会員卓話 ※調整中 

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

