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It is the 33th year since 1986

TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I.

例会報告

2018 年９月６日
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海堀敏光会員・鈴木冨士雄会員
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大里

喜彦会長挨拶
今月で３ヶ月目に入りました、本日は今年度５名の会員増強の目標ですが、
４人目の方が入会されました。これからも心強い仲間として活躍していた
だくことを期待しています。また今朝方 3 時ごろに北海道で大地震が発生
し、今週始めには西日本で、大風 21 号の影響で被害に合われましたみな
さまに、お見舞いの言葉をかけつつ、クラブへ何かしらの協力依頼がきた
時は、皆様に相談して協力していけるようにしていきます。
話は変わり、ロータリーには毎月ロータリー特別行事というものがあるそ
うです。８月は会員増強月間、そして今月９月は基本的教育と識字率向上
月間です。
識字率とは、字が読める書けるという事で、日本の識字率は世界第 23 位
です。１位はキューバです。順位を追うと識字率が低いのがアフリカ付近で、
アジア付近は識字率が高いということでした。学べるという幸せがあり、そ

こから奉仕活動ができるようになり、そのような活動ができることを日々感謝していきたいと思います。

中野

勝幹事報告

理事会報告
１０月プログラムの件
１０月２日に土浦薪能観劇の移動例会があります。
１０月１８日がガバナー訪問になりますので、宜しくお願いします。
土浦薪能観劇と懇親会の件
18 時より観劇、その後、よし町にて懇親会
ガバナー公式訪問の件
WCS この指止まれ賛助の件
指名委員会選出の件
筑波大学基金・寄付依頼の件

ロータリー特別月間

9 月：基本的教育と識字率向上月間

TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I.
2018-19 大里年度 楽しく活動・そして街のために

ンに
レーショ
インスピ
なろう

会報

VOL.09

誕生日・奥様誕生日・ご結婚記念お祝い
お誕生日
6 日 西村 孝広 会員
17 日 野堀 雄樹 会員
22 日 山﨑 幸登 会員
27 日 広瀬 貴之 会員

奥様

お誕生日

5 日 鬼沢有紀子
9 日 青山静代

様

様

様

17 日 山口貴美恵

雄樹・沙羅

ご夫妻

ご夫妻

様

様

20 日 本多景子

昭・直美

おめでとうございます！！

16 日 高野綾子様

19 日 林恵子

12 日 月本
31 日 野堀

14 日 塚越悦子様
17 日 布川鈴子

御結婚記念日

様

27 日 飯田満里子様
29 日 東郷富紀子様

ニコニコ大賞
７月
８月

新入会員卓話

大野会員
馬場会員
北島会員

海堀

敏光会員

こんにちは、まずは、台
風、地震で被災されまし
た皆様にお見舞い申し
上げます。１日も早い復

入会式
小林圭一様

興をお祈りいたします。

谷原建設株式会社（代表取締役）

何もわかりませんが、みんなと一緒にと学ばせて頂きます。宜し
くお願いいたします。

３月に赴任をしまして、半年が経ちました。車で色々回っていま
す。都内、埼玉、千葉といきますが、帰りの常磐高速道路で筑波
山が見えてくると、帰ってきたなと思うようになりました。半年
経ってアウェーがホームに変わってきました。会社の６０周年の
DVD ダイジェスト版がありますので、観てください。
当社は 1959 年の伊勢湾台風で竹が倒れていないことを知り、竹
を使った小屋やプレハブを売り成長していきました。その間にプ
レバブ住宅を作り販売しました。その後集合住宅、阿見に物流施
設を作りました。そしてつくばエクスプレスが開通し、2035 年
まで人口が増え続けると言われていますが、住宅を購入している
方は県外の方が多いのではなく、つくば周辺の方が購入している
事が多く、県全体では人口が減少しているのかと感じました。ダ
イワハウスは何を行なっていきたいかというと、阿見の物流セン
ターを増やし、そのの近くに１０万坪の土地があるので、多くの
企業誘致をしていきたいと考えています。企業誘致をし、住民に
住み着いて頂き、アパートなども建てて、家も建て、店舗を作っ
ていける。つくばのまちづくりの意見をききつつ進めていければ
と思っています

ロータリー特別月間

9 月：基本的教育と識字率向上月間
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新入会員卓話
鈴木冨士雄

VOL.09

報いられる）その寛容の心で、ポールハリスもロータリーとはな
んですかと聞かれた時、寛容であると言ったそうですが、「相手

会員

の身になって考える。こういう心を持って物事を実践する事」こ

ロータリー方面、今年

れを、自分の Reword に当てはめ、全て上手くいくのではないか

の６月につくば学園

ということをしっかり勉強しようとロータリー活動をし、現在に

ロータリークラブに入

至ります。そしてこれからも寛容の心を持って活動していきたい

会致しました。それま

と思います。

で は、 東 京 東 江 戸 川
ロータリークラブに 30 年在籍していました。私は歯科大学を卒
業して、今年で４５周年になります。最初の５〜６年は日本の
トップの場所に行って技術を覚える、入れ歯の作り方や歯根の

ニコニコ BOX

やり方、歯の抜き方などを覚えることがメインとして行なって

鈴木冨士雄

会員 今日は卓話お世話になります。

いました。ところがアメリカマイアミに行った時に報酬を受け

塚越

会員 今年は自然災害の多い年です。常陸国には

ることを聞き、スピリチュアル（精神的報酬）とマテリアル（金

災害がきませんように！

銭的報酬）４つの条件が揃わないといけないことを初めて教わ

鬼沢一彦

り、このようなことを教えてくれるところは、世界でマイアミ

した。②一昨日、台湾の美人大食いユーチューバーの千千（せ

１つのみで、私が受けた時は世界中の歯科医師３０名が集まり

んせん？）さんご来店。炭火焼、しゃぶしゃぶ、ステーキなど

ましたが、アメリカ人が６０％いて、もちろん英語が早すぎて

常陸牛だけで 1470g ペロリと完食。９月下旬より公開とのこ

聞き取れない状態でした。フランス人の方が早すぎるので聞き

と。稀勢の里より食べた、すごい！

取れないと訴えても、無視され、これはアメリカ人だけを対象

高野

としているのだと感じました。その中でもディワードとは

し上げます。家庭・会社・地域での備えを十分に（想定外に備

自分自身を知りなさいとありました。

えて）していければと考えます。

患者を迎え入れるためのコンディションが整っているか

木村

More Your Patient 患者のことをよく知りなさい

ん、どうぞよろしくお願いします。

応用して

増山

これらから、アメリカの教育と日本の教育のやり方が全然ちが

土浦薪能のチケットは発売とほぼ同時に完売となりました。あ

いトータルで教育していくのだと感じ、日本に帰ってきてから

りがとうございました。

診療スタイルが変わりました。

小關

迪

その時もロータリークラブに所属していたのですが、正直５〜

東郷

治久

６年なにをやっているのかがわからなかった。なんとなく人に

バスがお客様１８名を乗せたまま筑波山登山道をガードレール

いいことを行なっているんだと考えていました。

を押し破って転落する事故がありました。幸いケガ人は二名の

知らない方

俊祐

会員

① 家内の誕生日のお花ありがとうございま

会員 台風・地震ご被災された方々にお見舞い申

勝憲

会員 本日入会式おめでとうございます。小林さ

英博
栄

会員

新入会員の小林さんを宜しくお願いします。

会員 残暑きびしいですが、がんばりましょう！
会員 数日前、つくばグランドホテルのマイクロ

達ばかり、診療中に事務局からの電話など、やめることも何度

みで軽傷でしたが、テレビや新聞のニュースに取り上げられ、

も考えました。ある日地区に行くようにと言われ行ってみたと

あちこちより電話を頂きました。お騒がせしまして、申し訳あ

ころ、ロータリーの奉仕とは、一般的な奉仕と違いは違うとこ

りませんでした。

ろにあるものなのだと教わりました。

高田

シェルドンのサービスの発見という内容があります。それは「価

から専門学校生が現場実習に来社しています。若さってすばら

格が安いことだけがサービスではなく、経営者や従業員の顧客

しいなとあらためて感じました。

への態度や気配り、商品や業務に対する責任、顧客が感じる満

宮川

足感と公平感全てがサービスであり、サービスこそが企業の永

しくすごす事が出来て、ありがとうございました。スタッフの

続的発展と成功を保証する唯一の方法であることを発見したの

皆様、ご苦労様でした。

です。
」と、この考え方とフィロソフィー（哲学）がロータリー

猪野

の考え方と一致しました。

ています。新しいことはなんでもワクワクしますね。

稔美

健治

研一

会員 小林会員入会おめでとうございます。昨日

会員 先月の東京湾船観光において家族全員が楽

会員 『R&B』というスタイルのダンスに挑戦し

それからロータリーに没頭するようになり、シェルドンの「He
Profits Most Who Sevice Best」
（最も良く奉仕する者、最も多く

ロータリー特別月間

9 月：基本的教育と識字率向上月間
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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

無断欠席数

出席免除数

メイクゲスト

出席率

89

67

22

3

1

0

76.13%

プログラム予告
09 月 13 日

12：30

〜

13：30

例会

新入会員卓話

08 月 20 日

14：00

〜

16：30

移動例会

裁判所見学および懇親会

12：00 東雲集合 14:00 冒頭説明、案内 DVD 視聴、法廷見学、刑事裁判傍聴 18：00 懇親会
09 月 27 日

12：30

〜

13：30

20：00 解散

移動例会 招待卓話「茨城いのちの電話の概要と現状について」
茨城いのちの電話事務局長

多田博子氏

会場

グランド東雲

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
に
ーション
レ
ピ
ス
イン
なろう

2018-19 年度

高橋賢吾ガバナー

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

2018-19 年度 RI テーマ
BE THE INSPIRATION
https://www.rotary.org/ja

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/

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/

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

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

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１３６４−１

