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2018年 8月 9日

9月プログラムの件
直前会長・幹事慰労会決算報告の件
正会員推薦の件
小城年度会計報告の件
大里年度予算（案）の件
つくば学園ロータアクト会計報告の件
タイ現地企業視察旅行日程の件
その他　協賛金依頼の件
いばらき福祉体験キャンプ
筑波大学留学生講演会基金
西日本降雨災害義損金の件
例会変更の件
	 土浦南 RC　　8月 14日・・・・・・・	 休会
	 土浦 RC　　　8月 16日・8月 30日・・	 休会
まつりつくば協賛金のお礼がつくば市より届いていま

す。
中野幹事、いつも大切な報告ありがとうございます。

米山奨学金授与式
米山奨学生　高　禕（コウ　イ）
さん

こんにちは
最近の近況報告をします。先日
はクルージングにお誘いいただ
きましてありがとうございます。
とても楽しかった。普段の時も、
移動例会の時も優しく接してく
れて本当にありがとうございます。残り半年しかありませんが、このご縁はずっと続けていきたいなと思います。みなさま、是非
よろしくお願いします。
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誕生日・奥様誕生日・ご結婚記念お祝い

お誕生日
3日	 江原　一郎	 会員
5日	 石井　健三	 会員
13 日	小城　豊	 会員
20 日	村山　友彦	 会員
20 日	林　康夫	 会員

奥様　お誕生日
3日	 広瀬　真実　様
7日	 北島　昌子　様
14 日	赤荻　百合子様
15 日	大木　真由美様　　
15日	高橋　亜由美様
18 日	大堀　優子　様
21 日	今川　美香　様
22 日	池田　幸代　様
24 日	逆井　まさい様
28 日	海堀　明日香様

御結婚記念日
12日	月本　昭	・	直美　ご夫妻
31 日	野堀　雄樹	・沙羅　ご夫妻

おめでとうございます！！

会員卓話　皆葉会員増強委員長
今月は会員増強月間ということと、大里年度の会員増強目標が５名増強となっていて、本日現在で２名が新たに入会されました。ロー
タリークラブ入会にあたり、ロータリークラブとは何をする団体なのか聞かれると困る方もいるかと思います。
　本日は「ロータリークラブとは」ということをお話しします。
　ロータリークラブとは「職業奉仕が根源的な目的の団体である」ということ。
　他の団体は職業とは、お金を儲ける手段であり職業は奉仕にならない考えで、儲けたお金で寄付をし、時間と労力を使ってボラン
ティア活動をするというのが主な考えの団体がであると考えます。ロータリークラブでは、職業を営む心（儲ける心）と世界の為、
人の為に奉仕する心は同じと考えます。（職業を営む＝世の中に奉
仕をする）という考えです。定款第４条の内容に「ロータリーは
企業の根底に奉仕を置くべしとする思想を追求、提唱することを
目的とするクラブ活動である」とあります。
　続いて、「超我の奉仕」、サービス第一自己第二。
　われわれロータリアンは企業の根底に奉仕を置くという事を伝
えていますが、会社が倒産するまで奉仕をすると言う訳ではなく、
実業倫理の世界に入り、自己を否定するのではなく、自己の存在
を前提として Service	about	Self（超我の奉仕、サービス第一、自
己第二）であることを目指し、お客様の為にサービスをする事が
第一で、自分の利益を第二にすること、「利己と利他の調和」を目
指そうという人生哲学がロータリーであると言う事です。
　三つ目として、「職業奉仕の実践」です。奉仕には ” アイ・サー
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ブ（個人の奉仕）”と ” ウィ・サーブ（団体の奉仕）”がありますが、
ロータリーは ” アイ・サーブ（個人の奉仕）” の考え方です。違
いは何かというと、ウィ・サーブは５０人集まって１つの奉仕を
するという事、アイ・サーブは５０人の職業が各々職業を通して
奉仕をするという事で、５０通りにも１００通りにも奉仕活動と
なると言う考え方です。ロータリーが入会に当たり職業分類を行
う理由は、より多くの職域のサービスが出来ることを目的とする
ためです。（※以前は１職業１名でしたが、現在は制限が緩和さ
れています。）　
　４つ目として、ロータリー入会の意義（例会出席の意義）
　ロータリー運動は倫理運動であり人の心を重視する優れた精神
奉仕を目的をします。「毎週例会を出席をして親睦を重ね、他の
ロータリアンの良質な言動に接して自己改善を重ね、奉仕の心を
譲成し、実践するよう自己研鑽する」という事を目的とします。
人の精神的持続はもって１週間と言われます。” 親睦 ” → ” 奉仕
の心 ” → ” 実践 ” の活動を例会に参加することで毎週繰り返す事
が出来、ロータリーの心を形成出来るという場所が例会場です。
　ロータリークラブとは何なのか、例会に参加する意義は、とい
う走りの部分にすぎませんが理解していだだき、仲間を増やし、
質問された時は、すぐに答えれて、毎週例会に参加していただけ
る事を期待します。

事業計画発表

米山奨学委員会	 中山正巳米山記念奨学委員長

今年は高禕さんを米山奨学生として引き受けています。積極的に
例会に参加していますので、積極的に交流を持っていただけたら
と思います。日本につくば学園ロータリークラブのお父さんがい
ると思われるような活動にしていきたいと思います。寄付金額を
５千円から２万円にアップしてます。みなさまからの寄付をここ
ろよりお待ちしております。ちなみに上限はございません。

出席委員会	 	 飯田正行出席委員会副委員長
例会では平均の出席率７５％以上を目標とし、例会案内をスケジュー

ルに盛り込み全員に事前情報として伝達し、出席率向上に繋げます。

出席率の低い会員に対しては、夜の例会等で誘致を進めます。また卓

話をお願いして出席していただく、続いて無断欠席ゼロを目標とし、

奉仕の精神を持ち、食事代の無駄や、食料廃棄の削減に意識を持って

いただきます。例会の予定を早めに伝え、出席率の向上に繋げ、出席

できない場合は事前に休みの連絡をし、FAX, メール携帯など情報伝達

ツールを活用する。全会員に年間９０％以上を目指していただく。無

断欠席社へはペナルティーとしてニコニコボックスのご協力をいただ

くこととします。よろしくお願いします。

職業奉仕委員会　　高田稔美職業奉仕委員会副委員長
２つ事業計画があります。世界トップ事業であります、タイ国の
トヨタの向上視察を国際奉仕委員会と合同で行います。
２つ目に世界初の交配をしたたきいし成田に行ってうなぎを食べ
てこようと思います。
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ニコニコボックス
中野　勝　会員　先日、第6回ダン魂に行ってきました。35チー
ム、100 数十名でにぎやかでしたが、その中に、昭和の女子チー
ムが２組しっかり賞を持って行きました。
大堀　健二会員　ロータリー財団から、柴田君へ奨学金が振り込
まれました。柴田君から感謝のことばを頂きました。
大堀　健二会員　妻の誕生祝いありがとうございます。
村上　義孝会員　いばらき福祉体験キャンプへの協賛を頂き、あ
りがとうございました。お陰様で３０名の定員が満員になりまし
た。
石井　一　会員　今日は役員会を忘れてしまい、すみませんでし
た。
高田　稔美会員　今日は日頃の行いからか大風でゴルフが中止に
なりました。シンフォニークルーズ参加できずに残念でした。ク
リスマス楽しみにしております。
猪野　研一会員　クルージングとても楽しかったです。子供達も
とても喜んでいました。清水委員長ありがとうございました。
逆井　甚一郎会員　農業施設視察旅行、無事、終わりました
小關　迪　会員　台風にも負けずに頑張ります！
野堀　雄樹会員　先週の納涼パーティー鬼沢さんと服部さんと同
じテーブルでとても楽しかったです。清水委員長をはじめ皆様大
変お世話になりました。ありがとうございました。
北島　睦男会員　妻の誕生祝の生花、本当に有難うございました。
妻に「いくつになっても誕生日は嬉しいだろう」と言ったら不機
嫌な顔をされました。「いくつになっても」という部分が気に入
らなかったようです。言葉使いには注意が必要なことを再認識し
ました。
塚越　俊祐会員　台風のおかげで気温がさがってほっと一息。明
日はまた暑いとか体調管理に留意して生活しましょう！
田中　芳和会員　結婚記念日ありがとうございました。
木村　英博会員　先日のクルージング例会最高でした。家族の良
い夏の思い出になりました。細かいところまで気を使って頂いた
清水委員長はじめ親睦委員会の皆様ありがとうございます。心よ
り感謝申し上げます。
鈴木　一雄会員　本文なしでした。
飯泉　智弥会員　先日のクルージング家族参加させて頂きまし
た。子供が大変楽しかったとずっと言ってます。清水委員長あり
がとうございました。

委員会からのお知らせ
ライラのお知らせ、研修会をお知らせします。
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ダン魂が開催されました。

8月 6日、イイアスつくばセンターコートにて第 6回ダン魂が
開催されました。35チームの中から 1チームに大里会長よりつ
くば学園 RC賞を授与いたしました。
また、ダン魂創設者である石井会員の名を冠したの石井健三賞が
1チーム
に授与されました。

つくば学園ロータリークラブ賞は
「Y3MK」チームです。受賞おめでと
うございます。

大里会長と記念撮影！

ダン魂生みの親でもあります。「石井健三賞」
は「ダンス大好き芸人」チームです。
受賞おめでとうございます。

会報　VOL.06



つくば学園ロータリークラブ 楽しく活動・そして街のために！
〒 305-0051 茨城県つくば市二の宮 1-10-1 ヴェルドミール 105 号室 
電話 029-858-0100 FAX 029-858-0101

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
茨 城 県 つ く ば 市 吾 妻 １ 丁 目 １ ３ ６ ４ − １
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無断欠勤ゼロ・出席率向上を目指して

プログラム予告

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
公開	 https://www.facebook.com/tsukubagakuenrc/?fref=ts
非公開	 https://www.facebook.com/groups/1482018048750125/?fref=ts 公開 QR コード 非公開 QR コード

友好クラブ
第 2650 地区
京都山城ロータリークラブ

つくば学園ロータリークラブ
ホームページもご覧ください
http://www.46gama.com/

インスピレー
ションに

なろう

2018-19 年度　RI テーマ
BE THE INSPIRATION

http://www.kyoto-yamashiro-rc.com/

https://www.rotary.org/ja

2018-19 年度　高橋賢吾ガバナー　地区スローガン　

ロータリーの心と力を地域社会へ
http://www.rid2820.jp/

４つのテスト
 １．真実かどうか
 ２．みんなに公平か
 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

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 無断欠席数 出席免除数 メイクゲスト 出席率

プログラム予告
08月 09日	 11：00　〜　12：00　第 2回理事会　2018-2019 年度役員・理事、親睦活動委員長、プログラム委員長
	 	 12：30　〜　13：30	 例会	 	 会員増強月間に因んで –皆葉委員長　誕生結婚祝い・ニコニコ大賞
08月 16日	 	 	 	 休会	 	 （定款細則第 6条第 1節により）
08月 23日	 12：30　〜　13：30	 例会	 	 招待卓話　「茨城県中央警察署　生活安全課　警部　斉藤宗男氏」
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