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第 6 分区のガバナー補佐、阿見ロータリークラブの石井早苗と申します。
私は、東京生まれ、東京育ちで、阿見町へ越して来たのは 1985 年です。まだ茨城県
には馴染みが浅い方ですが、頑張って活動させていただいています。
私の幼少期は戦火の跡の東京で、本当に焼け野原でした。幸いにして私の住んでいた
地区は八幡様がおかげか焼け残りました。ですから親戚が 3 件も寄宿して、母方の祖母と
私は幼少の頃、長い時間を過ごしました。
祖母が子供心に言い聞かせてくれた事の中の一つに『人間はね、この世に生まれてく
る時に仏様から一生分のお水を頂いてくるのよ。だから大事に大事に使わなければいけま
せんよ』との言葉が残っています。
また阿見町に越してきた時にパッと目に入った、青く輝く湖それが霞ヶ浦で、こんな
に綺麗な湖が近くて幸せだと思いました。ところがアオコの問題で異臭を感じた事もあり
ました。
今ではかなり綺麗になってきて、皆様が利用している水道水も第 6 分区付近は、霞ヶ浦の水を利用していると思います。
皆様に、もっと水に対しての意識を強くしていただいて、霞ヶ浦を綺麗にしていきたいと思っています。
「油を排水に流さない」
「食物残渣をシンクに置かない」ということを念頭にしてください。是非、家に帰ってご家族にこの話をしていただいて、
霞ヶ浦の浄化に力を入れていただきたいと思います。
茨城県の地球温暖化防止推進委員と阿見町の家庭排水強化推進委員を微力ながら務めていますので、皆様にこのようなお話をさせて頂きまし
た。これらの仕事を微力ながら勤めているのは、幼少時の祖母の言葉、霞ヶ浦の青く輝く湖が胸にあるから続けていられることだと思います。皆
様、ご協力よろしくお願いします。

第６分区セレクタリー

浅野栄子

様

ご挨拶

挨拶の場を設けていただきまして大変ありがとうございます。

ここに立つと本当に殿方ばかりで、女性の私たちが目立っていいのかなと思います。

私たちロータリーやはりガバナー補佐と各ロータリークラブを拝見して大規模、小規模、
色々あります。今まで行ったクラブは、大規模で、やっぱり大きなクラブは勢いも財力も
人材も沢山あって本当に羨ましい限りです。阿見ロータリークラブは、現在会員数が 20

名で、一人３役くらいやってる会員もいます。ここではなかなか会長になりたくてもなか
なか回ってこないじゃないかと思います。

もし会長を希望の方は、是非、阿見ロータリークラブに点区してください。

セクレタリーをして大変勉強させて頂いています。阿見来ましたら、霞ヶ浦、アウト

レット、特攻隊の出た平和記念館もあります。ロータリークラブの皆さんは平和記念館に来るには、大変良い所だと思います。阿見の紹介をさせ
ていただきました。

本日はどうぞ宜しくお願い致します。

ロータリー特別月間

10 月：経済と地域社会の発展月間／米山月間
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訪問御礼

本日は、足元の悪い中、当クラブに男性ばかりのクラブですが、ご来訪いただきまして誠にあり
がとうございます。一際二人が輝いてると皆そう思ってると思います。
今月の第４例会にいよいよガバナー公式訪問があります。よく打ち合わせをして、盛大にガバナー
を迎えてガバナー公式訪問を成功に向かせたいと思いますので、ご指導の方よろしくお願いいたし
ます。

木村

英博幹事

訪問御礼

改めまして「レッツトライ！ワンチームで」
ようこそつくば学園ロータリークラブにお越しいただきました。ガバナー事前訪問で今月 29 日
のガバナー訪問のスケジュールやお出迎えする体制をご指導頂きながら本日打ち合わせしました。
私も増山ガバナー補佐の時に瀬戸口会員、飯泉会員、高田会員とセクレタリーをやったことを思
い出します。右も左も分からず増山ガバナー補佐の後ろをついて歩いて、セクレタリーの立場は挨
拶する機会なかったのですが、ガバナー補佐の諮問委員会の時に挨拶したり非常に勉強になった記
憶を思い出しました。
ガバナー補佐になると第６分区を全て訪問します。当クラブでも第６分区を盛り上げてあげてい
きたいと思います。ありがとうございました。

増山

栄直前ガバナー補佐

訪問御礼

石井ガバナー補佐、本日はご来訪ありがとうございます。霞ヶ浦のお話がありましたが、私も霞ヶ
浦市民協会という団体に所属していて、なかなか参加できないのですが、この団体は霞ヶ浦浄化の
ために色々研究から PR から行っていて、第 2 回世界湖沼会議が霞ヶ浦で開催されました。石井ガ
バナー補佐からも霞ヶ浦はかなり綺麗にはなったとお話しいただきましたが、泳げる霞ヶ浦をまた
復活させようと言うことで頑張ってらっしゃる方もいます。飯泉会員も有力なメンバーで、霞ヶ浦
は茨城の財産のひとつです。つくば学園 RAC の活動でサイクリングを予定しています。最高に良
い環境だと思います。我々も霞ヶ浦の事をもう少し考えてもいいのかなと思いました。
本日はご来訪ありがとうございました。

米山記念奨学生

楊

萍様

近況報告

最近の研究は中国の親が出稼ぎの為、地元に残された子供達に関して研究をしています。この
ような子供たちは中国の戸籍制度のために色々な事情があり親と一緒に暮らせない状況にありま
した。ですが最近中国では戸籍制度を緩めている傾向にあります。したがってこの子供達の生活
はどうなりますか。という研究をしています。今年はコロナ禍で自分で子供達の近況を調べる事
ができないので、地元の新聞記事を探して、地元の人たちにインタビュー調査依頼しています。
もう少しで修士論文が完成します。
優秀な論文を目指して頑張ります。2020 年後半に入りました。これからつくば学園 RC も多
くのイベントが開催する予定となっています。是非参加させていただきたいと思います。ありが
とうございました。

ロータリー特別月間

10 月：経済と地域社会の発展月間／米山月間
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ご挨拶

米山奨学事業にご協力を頂いていて感謝を申し上げます。10 月は米山月間で奨学生の方に卓話

をして頂き色々な状況や御国の事などをお話しいただいています。通常はスタートの時に米山梅吉

記念館に奨学生と一緒に行き、ロータリークラブの発祥から歴史、梅吉氏の生涯などを勉強して帰っ

てくるスケジュールがありますが、コロナ禍で今年はまだ開催できていないので、ロータリークラ
ブの事など知らない状態なので 10 月末に一泊二日で企画をしているのですが、私は 16 年ロータ
リークラブにお世話になっていますが、やはり歴史やロータリーの真髄など奨学生と一緒に学んだ

りすることでロータリーの本来の役割などを一緒に勉強する機会をもらってると思います。今後も
よろしくお願いいたします。

第 2820 地区代表エレクト

吉川

圭介様

ご挨拶

ロータアクトの活動をご支援いただき誠にありがとうございます。
近況報告でつくば学園 RAC は今年度 8 月から再スタートして例会を月二回開催しています。他
のクラブは継続が難しくなっているクラブも多い中、当クラブは新しいメンバーも入って活動でき
ているのは、すごい周りに支えられているという気持ちでいつも活動しています。昨年会長として
展開しましたが、変わったなと思ったところが、浦野会長になってからロータリークラブとのつな
がりを強くしようという方針のもと活動していて、その中で読書例会やボードゲーム例会などつく
ば学園 RC の飯泉青少年奉仕委員長の始めとする多く方にご参加いただき、年代を超えた価値観を
学ぶ良い機会頂いています。新入会員の出席率も高くなっていて、このまま良い状態で今年度の継
続ができるのかなとちょっと安心しながら活動に参加しています。
本日一緒にいる星くんですが、11 月の第 2 例会を計画していて、大洗水族館で水族館の飼育員
からお話を頂き、大洗の生態系調査をしてみたいという企画をしています。1 年目ながらもやる気
と情熱が溢れている方なので、今後ともよろしくお願い致します。

つくば学園ロータアクトクラブ

星

康貴様

皆さん初めまして。本年度から活動の方に参加しています星

します。

ご挨拶

康貴と申します。よろしくお願い

吉川さんとは大学院の先輩後輩の間柄で吉川さんからこの活動の紹介をいただき参加していま

す。私はこのような経験は少ないのですが、今年は先輩方の活動や協力などもありました。多くの
活動に参加して色々な事業を企画、実行して大変さ、充実している毎日を実感しています。今後も
頑張ってきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。

ニコニコ BOX
浦里

浩司会員

井分区ガバナー補佐様・セレクタリー浅野様ご訪問ありがとうございます。これでガバナー訪問準備万端です。

木村

英博会員

増山

栄

石井早苗ガバナー補佐、浅野英子セレクタリー、ようこそつくば学園ロータリークラブにご来訪頂きました。
心より歓迎いたします月末 29 日のガバナー訪問でよろしくお願いしますレッツトライ 1 チームで
石井ガバナー補佐、浅野様お足元の悪い中ご臨席ありがとうございます。ご指導よろしくお願いします。

飯田

正行会員

石井ガバナー補佐、ご来訪ありがとうございます。公式訪問もよろしくお願いします

野澤

俊夫会員

今期をもって代表取締役を退任し、ただののヒラ会長兼相談役ごときものに退き後継者たちに委ねることとしました。
そうは言ってもすぐに暇な遊び人になれるわけではなく、設計の仕事と営業的な事は続けていきます。
まあ 25% 〜 30% のリタイヤでしょうか。余生をこれまで以上に楽しく充実したものにしていければと考えていますので
これからもよろしくお願いいたします。

鈴木

一雄会員

霧筑波いただきました。誕生祝いありがとうございます。

鈴木

昌実会員

先週お休みしてしまい申し訳ありませんでした。飯泉さん代理広報ありがとうございました。

高野

勝憲会員

先日、三水亭さんで長男の一升餅をお祝いしていただきました。あっという間の 1 年でしたが、コロナで
いつもより少し長く感じます。もうすぐ忘年会シーズンです。早くコロナが落ち着くといいなあ

市村

剛

先日晴れパン阿見店が当社 FC としてオープンしました。今後ともよろしくお願いします

猪野

研一会員

会員

会員

秋の花粉症（ブタクサ）が今年はとても酷いです。皆様土地の草刈りはお済みですか？

ロータリー特別月間

10 月：経済と地域社会の発展月間／米山月間
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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

59

30

3

4

5

75.29%

プログラム予告
10 月 15 日 12：30 〜 13：30

移動例会
講師

会場：ホテルグランド東雲

招待卓話

演題「仕事帰りにちょっと一杯の生活は正解だった：脳科学からのエピデンス」

東邦大学医学部名誉教授 / セロトニン Dojo 代表

有田秀穂氏

10 月 22 日 休会 休会（定款細則第 6 条第 1 節により）
10 月 29 日 11：00 〜 17：30

ガバナー公式訪問例会

会場：別館

11：00 〜 12：00

ガバナーとの協議会（役員のみ参加）

12：30 〜 13：30

ガバナー公式訪問例会（全会員参加）※例会終了後写真撮影

14：00 〜 16：00

クラブ協議会（会長・幹事、各委員会委員長参加）

16：30 〜 17：30

懇談会（全会員参加）後日、スケジュールを配布

11 月 03 日 09：30

〜

13：30

移動例会「ロータリーの森創り」・場所

つくば市豊里「ゆかりの森」

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
2020-21 年度

Ｒ I テーマ

http://www.kyoto-yamashiro-rc.com/
第２８２０地区

ホルガー・クナークＲＩ会長

2020-21 年度池田

正純ガバナー

地区スローガン

ロータリアンのイノベーション・磨こう人間力！
https://www.rotary.org/ja

http://www.rid2820.jp/

４つのテスト
１．真実かどうか
３．好意と友情を深めるか

２．みんなに公平か
４．みんなのためになるかどうか

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 『レッツトライ！

ワンチームで』

〒 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：ホテル日航つくば

茨城県つくば市吾妻１丁目１３６４−１

