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皆葉　真治会長挨拶

会長挨拶／幹事報告／会員・奥様誕生日・ご結婚祝い
招待卓話　つくば路 100km徒歩の旅 運営協議会様／ニコニコ BOX　他

　1ヶ月が終わりました。7月には大里年度会長幹事慰労会、つくばゆかりの森
での山百合観賞納涼パーティーを開催しました。親睦委員長をはじめ、親睦委
員会の皆様、本当にありがとうございます。山百合観賞会は川崎年度で最後と
なっていて 7年ぶりの開催となりました。
　これから残り 11ヶ月ありますが、皆様ご協力よろしくお願いいたします。
　今年の地区のガバナーの目標『学びて更なる奉仕』とあります。つくば学園
ＲＣ　のスローガンは『ロータリーを考える』という事で今回は『職業奉仕が
難しいと言われる訳』というものを見つけました。

ロータリー特別月間　8月：会員増強及び拡大月間

我々がロータリーに入会し、何を活動し何に考えるのかを今年一年考えて、新しい活動をアイデアを出し合い 1年間やって
いきたいと思います。今回は職業奉仕の話でしたが、他にもさまざまな奉仕がありますので、皆で行う奉仕と自分の職業上の
奉仕を環境と技術を高めながらロータリー活動を続けて、みんなで勉強していければと思います。ご協力の方よろしくお願い
します。

職業奉仕が難しいを言われる訳
職業奉仕（Vocational Service）はロータリーの根幹的な目的と言われています。ロータリーのロータリーたる所以は職業奉仕の実践にあるとさえ言
われています。ところが、残念なことに、職業奉仕はわかりにくいと多くのロータリーアンは言います。では、何故わかりにくいのか？
　1 つは、「職業」と「奉仕」が一つの言葉となっているため理解し難くなっていると思います。つまり、「職業」とはお金を儲ける手段であり，自
分の為にすることです。他方、「奉仕」というのは、世の為，人の為にすることで、自分以外の人の為に何かをすることであります。「自分の為の職業」
と「他人の為の奉仕」は、エネルギーの方向が逆です。
　従って、職業というものは奉仕にはならないと考えられています。実は、ロータリークラブ以外の奉仕クラブであるライオンズクラブ、キワニス、
コスモポリタンなどは、職業と奉仕とは全く別の世界に存在するもので、奉仕をしようと思えば、職業以外の方法、例えば、職業によって儲けたお金
の一部を社会に寄付するとか、余った時間，労力でボランティア活動したりすることを奉仕と考え、職業そのものを奉仕とは考えていないのです。
　我々のロータリーとは、そこが、大いに違うのであります。ロータリーは職業を営む心、即ちお金を儲ける心と、世の為，人の為に奉仕する心とが、
同じ一つの心と考えているのです。
　一つの心を以て職業を営み、そして奉仕する。世の為，人の為に奉仕する心を以て倫理的に職業を営みなさいとロータリーは言っているのです。
ここが、他の団体，クラブと根本的に異なっており、「職業奉仕」という言葉が、唯一、ロータリーだけの専門用語となっているため、一般の人には
解りにくくなっていると思います。
　然し、ロータリーアンである以上「職業奉仕」について、どうしても理解しておかなければなりません。でも、職業奉仕について、どこにそんな
ことが書いてあるのか疑問を持たれたのではないでしょうか？ ついてどこにそんなことが書いてあるのか疑問に持たれたことないでしょうか。
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鬼沢 一彦　幹事報告

・9月プログラムの件
・米山奨学生との交流会
・慰労会納涼パーティー決算の件
・大里年度会計報告の件
・稲葉年度予算の件
・ローターアクトの会計報告の件
・筑波大留学生基金の件
・長期交換派遣留学生ならびに短期の派遣の募集の件

ロータリー特別月間　8月：会員増強及び拡大月間

会員誕生日
江原　一郎　会員　　3日
石井　健三　会員　　5日
松田　一秀　会員　　5日
小城　豊　　会員　　13日
村山　友彦　会員　　20日
林　　康夫　会員　　20日

８月度　会員・奥様誕生日・ご結婚祝い
奥様お誕生日
広瀬　真実　　様　　3日
北島　昌子　　様　　7日
赤荻　百合子　様　　14日
大木　真由美　様　　15日
高橋　亜由美　様　　15日
大堀　優子　　様　　18日
今川　美香　　様　　21日
池田　幸代　　様　　22日
逆井　まさい　様　　24日
海堀　明日香　様　　28日

ご結婚記念日
松田一秀　・　麻美　ご夫妻　　5日
田中芳和　・　由紀　ご夫妻　　8日
月本　昭　・　直美　ご夫妻　　12日
市村　剛　・　麻美　ご夫妻　　18日
野堀雄樹　・　紗羅　ご夫妻　　31日

おめでとうございます！

入会式　
株式会社常陽銀行　研究学園都市支店

支店長　大河原公男　様

（株）常陽銀行の大河原と申します。宮城県の仙台支店から移動してきました。
常陽銀行に勤務して 30年になりまが、県内支店勤務が初めてです。
ロータリアンとしては 6年前に福島県郡山市の郡山ＲＣに 2年間在籍してまし
た。ご承認を頂き、早速会計幹事を仰せつかりました。大丈夫かなと不安に思っ
ておりますが、前任の渡邊と同様ご指導のほど、どうぞよろしくお願いします。



It is the 34th year since 1986
2019-20 皆葉年度　『ロータリーを考える』

会報　VOL.04

ロータリー特別月間　8月：会員増強及び拡大月間

招待卓話　 つくば路１００km徒歩の旅　運営協議会様

野沢　俊夫　会員　挨拶
「つくば路 100 km 徒歩の旅」は、3、4年前から知っていたのですが、歴代の会長さん毎に協賛をお願いをしてきて、今
年も上野青少年奉仕委員長と稲葉会長より協賛のお話をいただき、誠にありがとうございました。
　4泊 5日をかけてつくば路を小学校 4年生から 6年生が参加します。後ろでは 100 名以上の方がサポートするという素
晴らしい事業となっています。今後とも引き続き協賛のお願いをしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

つくば路 100km徒歩の旅 2019　運営協議会　会長　田島　浩太様
運営協議会会長の田島と申します。普段はクーロンヌというパン屋さんを営業していて、仕事とは別に、職業奉仕とい

う形で、この事業を運営しています。今年で 13回目の開催となり、昨年までは団長で仕切っていました。今年から次の世
代に受け継いでいくということで、野澤洋輔さんに団長を任せ、私は会長でバックアップして行きます。
　よろしくお願いいたします。

つくば路 100km徒歩の旅 2019　運営協議会　団長　野澤　洋輔様
2019年度つくば路 100 km徒歩の旅 団長の野澤洋輔です。この度はつくば100キロ徒歩の旅へのご理解とご協賛、ロー

タリーアクトの学生ボランティアスタッフのご協力、ありがとうございます。小学生 4年生から 6年生を対象に約 140 名
が参加します。その中で大学生が 70名、この事業を通じてリーダーシップを発揮できる事業としていきます。
よろしくお願いします。

つくば路 100km徒歩の旅 2019　運営協議会　石田　知己様
つくば路 100km 徒歩の旅とは小学 4年生から 6年生を対象に今年も 8月 6 日からスタートし、霞ヶ浦、筑波山と

100kmの道を進んできます。目的は、茨城県南地域の子ども達に「生きる力の醸成」や、学生たちの「人間力の育成」、「家
庭教育の重要性の再認識」、「地域コミュニティーの活性化」で、毎年、参加者、保護者、学生・社会人スタッフに大きな
感動を与えてきました。その中で青少年奉仕ということで、学生スタッフは、
１．学生など若い世代の人間力を育成し、社会学習の一助とする
　子供達と多くの時間を共に過ごす学生スタッフは、心構えと行動が必要です。・大切な子供達を 5日間お預かりし、炎天
下の元、100kmを歩き抜くために。・子ども達が成功体験を味わうために。スタッフ自身が「生きる力」を持ち、社会に
出てからも活躍するチカラを身につけます。
２．準備期間は学生スタッフ主体で活動！
　100km徒歩の旅を成功させるために、前回より良くしていく活動は運営協議会と報連相をし、アドバイスを頂きながら
役割分担も行い、準備を進めます。途中で問題を見出し、解決策を共に考え、活動を通して、100km徒歩の旅の綱領心得
の実践を自分の中に落とし込む活動をしています。
３．学生スタッフ研修
　準備の中で、出てくる組織の課題を「わくわく研修」の時間に取り上げ、研修を行ないます。スタッフとして必要な要
素を身につけるために、学びを時間を作ります。

－ ニコニコ BOX －
・大野　治夫会員　瀬戸内頑張れ
・大堀　健二会員　妻の誕生祝いありがとうございます。今年もサプライズ演出して泣かせて楽しみます。イヒヒ
・鈴木　一雄会員　浦里会員、卓話ありがとうございます。
・馬場　清康会員　来年 4月 1日からホテルの名称が「ホテル日航つくば」に変わります。でも私は変わりませんので引
き続きよろしくお願いします。
・村上　義孝会員　つくば路 100 km の旅運営委員の皆さん、お疲れ様でした。ご成功をお祈りしています。
・林　康夫　会員　誕生日のお祝いをいただきながらの早退、お許しください。



つくば学園ロータリークラブ 『ロータリーを考える』
〒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１３６４－１

TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I.

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/

ロータリーは世界をつなぐ

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

https://www.rotary.org/ja

2019-20 年度　中村　澄夫ガバナー　地区スローガン　

人、学びて更なる奉仕
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

It is the 34th year since 1986
2019-20 皆葉年度　『ロータリーを考える』

2019-20 年度　Ｒ I テーマ　マーク・ダニエル・マローニー

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 58 41 2 3 6 74.41%

プログラム予告
08月 08日 12：30 ～ 13：30  例会　各委員会委員長事業計画発表
08月 15日 休会　休会（定款細則第 6条第 1節により）
08月 22日 12：30 ～ 13：30  例会　会員卓話　増山栄 会員
08月 29日 12：30 ～ 13：30  例会　2018-2019 年度　決算・監査報告／ 2019-2020 年度　予算（案）について
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