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2008/10/2 

 10月２日（木） 廣瀬昭雄ガバナー公式訪問報告 

会 報 

つくば学園ロータリークラブ    

  

 

 

It is the 23rd year since 1986 TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

  
 本日は、国際ロータリー第２８２０地区廣瀬昭雄ガバナーが

公式訪問されました。廣瀬昭雄ガバナー、吉田光男ガバナー補

佐、海老原雄一地区幹事、菊地雅史地区副幹事をお迎えして、

１１時００分よりガバナーとの協議会、１２時３０分より例

会、集合写真撮影を経て、１４時１０分よりクラブ協議会、１

６時００分より懇親会が開催されました。 

例会では、廣瀬ガバナーよりＲＩテーマ「夢をかたちに」にこ

められた思い等について、プロジェクターを用いた卓話を頂戴

しました。クラブ協議会では各委員会委員長からの発表そし

て、ガバナーから講評を、ガバナー補佐、地区幹事から感想を

いただきました。懇親会ではより多くのメンバーが語り合う機

会を得て、親密感を深めることができました。 

ロータリーソング斉唱 

廣瀬ガバナーを囲んで 
記念撮影！！ 

クラブ協議会 

国歌斉唱 

ガバナーを囲んで懇親会 
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画面を見つめて・・ 

廣瀬ガバナー卓話（要旨抜粋） 

・国際協議会の様子などをプロジェクターを用いて説明

されました。次回１００回記念大会が英国バーミンガム

で開催される（６／２１～６/２４)、是非参加してもら
たい。標語は『ＤＫ,ＵＫ,ＯＫ！！』 
・子供の死亡率の低下を主要目標としてもらいたい。 

・日本とアメリカのロータリーの考え方が違う。日本は

隠す傾向があるが、アメリカは知らせて、広く知っても

らう。ロータリーのいいところをもっと知ってもらい、

会員増強につなげたい。地区目標である純増１名は必ず

成し遂げる。 

・つくばから世界平和の紛争解決のスペシャリストを１

名出したいと考えている。 

・次年度地区大会を土浦で開催（４／１１～１２）しま

す。皆さんよろしくお願いします。 

重点課題の説明！ ＲＩテーマ、地区目標再確認！ 

 地区目標 
 ①会員増強          １クラブ１名以上の純増 

 ②財団支援・年次寄付     一人あたり１３０ドル以上の寄付 

 ③ＲＩ会長賞         率先して挑戦しよう 

 ④奉仕プロジェクト      １クラブ「１プロジェクト」の継続と完遂     

 ⑤世界社会奉仕（ＷＣＳ）   プロジェクトの推進 

 ⑥クラブリーダーシッププラン 推進 

 ⑦Ｇ．Ｓ．Ｅ         Ｄ１８８０地区（ドイツ） 

 ⑧ＩＭ            職業奉仕（ロータリアンの職業宣言） 

                ロータリー財団（体験談・交換留学・ＧＳＥ等） 

 ⑨世界大会          第１００回バーミンガム大会へ参加 

 ⑩米山奨学          一人あたり２万円以上の寄付 

ＲＩテーマ 「夢をかたちに」 
 

強調事項  「水保全」「保健と飢餓救済」「識字率向上」 



2008-09 Vol. 13 

   会場から         

TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 
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開始前のひとときⅡ 

調子はいかがですか？ 

 テ ー マ 再 確 認 ！ 

本日のお食事 

皆さん注目！！ はじまりますよ 

開始前のひととき。 

まずは腹ごしらえ。 

親睦委員長奮闘す！ 

真剣な表情で。 
子供の生存率を高めましょう 

準備はよろしいですか 
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      クラブ協議会  （於アネックス ジュピター・ウエスト）              

TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

廣瀬ガバナーご挨拶 

発表！ 出席義務会員も参加しました 

各委員長からの発表 

クラブ協議会開催！ 出席義務会員席 

発表！発表！！ 

各委員長からの発表 その２ 
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      懇親会  （於アネックス ジュピター・イースト）              

TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

乾杯！ 

ニコニコ大賞おめでとう 

廣 瀬 昭 雄 ガ バ ナ ー 様 

会話が弾みます！ 

新入会員との懇親を深めました上野会長と共に 

廣瀬ガバナーあいさつ 堅苦しい話は無しで！ 

重要なお話？ 

顔がほころびますね 

吉田光男ガバナー補佐様 海老原雄一地区幹事様 菊地雅史地区副幹事様 
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TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

 今週のニコニコＢＯＸ 

浦里 浩司 

 秋刀魚がおいしい季節になりました。もちろん日本酒の季節です。１０月１０日～

１３日迄、西武百貨店で茨城の酒蔵、２９メーカーが勢揃いして試飲即売会がありま

す。１３日は私の当番ですので、お買い物ついでに、１Ｆ酒売場へ遊びに来てくださ

い。飲み放題です。 

岡添 紘樹 
 廣瀬ガバナー、公式訪問ありがとうございます。１年間お元気でご指導をお願いし

ます。 

廣瀬 昭雄  公式訪問参りました。 

齊藤 修一 
 廣瀬ガバナー、吉田ガバナー補佐、海老原地区幹事、菊地地区副幹事、本日は公式
訪問ありがとうございました。 

堀越 雄二  廣瀬ガバナー、吉田ガバナー補佐 ご来訪ありがとうございます。 

野堀 喜作 
 廣瀬ガバナー 公式訪問ご苦労さまです。お体にお気を付けて一年間頑張って下さ

い。 

中山 正巳 
 廣瀬ガバナー公式訪問ありがとうございました。骨折後、初めてネクタイを着用し

ました。ネクタイを着用するのに一苦労、大変骨が折れました。健康一番！！ 

中村 義雄 
 廣瀬昭雄ガバナー、公式訪問ありがとうございます。本日のガバナー卓話は大変わ

かり易く、理解出来ました。感謝致します。 

塚原 英夫 
 廣瀬ガバナー、吉田ガバナー補佐、海老原地区幹事、菊地地区副幹事、ようこそい

らっしゃいました。これからもご指導よろしくお願いいたします。 

田口 幸男  廣瀬ガバナー、本日はご苦労様です。 

佐藤 裕光 
 廣瀬ガバナー他、地区役員の皆様本日はご苦労さまです。ガバナーとの協議会大変

参考になりました。ありがとうございました。 

安藤 栄敏 
 仕事の都合で久しぶりの例会出席となってしまいました。クラブ会報も岡本副委員

長にお任せしていましたが、大変出来栄え良い内容で、この後もずーっとお願いした

いと思っています。結婚祝ありがとうございました。 

石川 英昭 
 廣瀬ガバナー、本日はありがとうございました。連日のクラブ訪問御苦労様です。

多忙とは存じますが、一日ご指導よろしくお願いいたします。 

上野 修 
 廣瀬ガバナー、吉田ガバナー補佐、海老原地区幹事、菊地地区副幹事、本日はご来

訪ありがとうございます。よろしくご指導お願いいたします。 

本日の合計 ￥８１，０００－ 

本年度累計 ￥４１５，０００－ 



会員数 出席数 欠席数 内無届欠席数 出席免除 出席率 

６１名  ４５名  １６名  ０名 ３名 ７８．６８％ 
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 出席率報告      １０月２日（木） 

TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

 ９月 ニコニコ大賞 

報告 

出席委員長  

浦里浩司 

たいへんよく 

できました 

 

厳正なる審査の結果、 
大野会員と決定いたしました。 

ニコニコＢＯＸ年間目標達成第１号 

大野治夫会員 

おめでとうございます！！ 

廣瀬ガバナーからも祝福されました 



編集後記                    （クラブ会報委員：岡本） 

●クラブ会報委員長よりの思いもよらぬバトンタッチの言葉。まだまだ、不

慣れで要領が悪いので、完全なバトンタッチは勘弁してください。ただ、重

責は担えないと感じつつも、楽しさを感じている自分に気づかされます。参

加されていない方に雰囲気をいかに伝えるか、とても頭を悩ませますが、旨

く伝えられたときの達成感は格別だと思います（まだそこまではいけてませ

んが・・・）。何とか頑張っていきますので、ご指導、ご鞭撻のほどよろし

くお願い申し上げます。 

 

●今月は移動例会（職場訪問）、野球

大会、３クラブ合同ゴルフコンペと行

事が目白押しです。体調管理はキチン

と行い、風邪などひかないようお気を

つけください。         

  

４つのテスト４つのテスト 

１．真実かどうか１．真実かどうか            

２．みんなに公平か２．みんなに公平か        

３．好意と友情を深めるか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 
〒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 

 ホームページもご覧下さい 

 http://www.46gama.com/ 

   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 
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 プログラム 予告    10月 職業奉仕月間 

友好クラブ 

京都山城ロータリークラブ 

（2650地区） 

TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

 １０月 ９日（木）会長挨拶 職業奉仕月間にちなんで 

 

 １０月１６日（木）招待卓話 米山月間にちなんで 

               米山奨学生 パルビーン ロクシャナ氏 

               担当カウンセラー土浦ＲＣ 小倉史義氏 

                       （米山奨学委員長兼任地区ライラ委員）  

 

 １０月２３日（木）移動例会 職場訪問『iias（イーアス）つくば』 

 

 １０月２９日（水）移動例会 （昼）３クラブ合同ゴルフ（於筑波東急ゴルフクラブ） 

               （夜）３クラブ合同夜例会（オークラフロンティアつくば） 

          ※１０月３０日例会の振替  


