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2008/10/9 

 10月9日（木） 例会報告 

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. 

 上野会長挨拶 
 本日は、１０／２（木）がガバナー公式訪問であったた

め、上野会長挨拶、菅原俊職業奉仕委員長より『職業奉仕

月間にちなんで』と題して卓話が行われました。 

 また、幹事報告において今後のスケジュール、連絡事項

として野球大会、チャリティコンサート開催のお知らせが

行われました。 

上野会長挨拶             （要旨抜粋） 
・ガバナー公式訪問、お疲れ様でした。成功をおさめられたのも、

委員長を始めとして委員の方みなさんが頑張ってくれたおかげで

す。ありがとうございました。 

・ノーベル賞の発表で日本人４名が受賞されました。理論の提唱か

ら数十年の時を経て、評価されたものです。目先のことが評価され

たわけではありません。 

・ロータリーではいろんな人々が集まってきますが、まぜまとまり

があるのでしょう。当クラブの『森創り』におけるゆり植えは５年

目を迎えました。将来のこと、先を見据えてどんな姿になるか、み

んなが考え、責任ある行動がとれるから継続できるのだと思いま

す。ＮＡＳＡの宇宙計画は１５０年先のことを考えて今を行動して

いるそうです。ロータリークラブにおいても、メンバーが自らが将

来のことを考え、責任をもって行動している、これはとても素晴ら

しいことだと思います。 

幹事報告（理事会報告） 
 

１０／２３（木） 移動例会 職場訪問 iias（イーアス）つくば訪問 
              １１時５０分集合、１３時３０分まで 

１０／２９（水） 移動例会 ３クラブ合同例会（於ｵｰｸﾗﾌﾛﾝﾃｨｱｱﾈｯｸｽ） 

              １９時００分から 

１１／１５（土） 移動例会 ロータリーの森創り 

１２／２５（木） Ⅹ'mas例会 会場はオークラフロンティアアネックス    
               を予定（キャビアのフルコース） 

                     ◇その他 

   ・次年度指名委員会の設置のお知らせ（１１／６ 第１回理事会予定） 
                 ・正会員候補者（イーアスつくば総支配人） 

                 ・法の日にちなんで 下妻裁判所訪問（ガイドツアー有） 

１０／２ガバナー公式訪問ご協力

ありがとうございました。大成功

をおさめることができました。 

齊藤 修一幹事 
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 職業奉仕月間にちなんで   職業奉仕委員長 菅原 俊 

『職業奉仕月間にちなんで』と題して、菅原俊職業奉仕委員

長より発表がありました。 

ロータリー憲章の勉強をされたとのことで、「職業奉仕に関

する声明」「ロータリアンの職業宣言」、「四つのテスト」

に込められた職業奉仕の精神について、自分なりの考えを発

表されました。また、ご自身の趣味であるトライアスロンの

ことや、職業についても実践、研究された内容の発表が行わ

れました。本人曰く一夜漬けとのことでしたが、皆さん熱心

に耳を傾けていました。 

 連絡事項 

つくばふれあいプラザ 

第４回チャリティーコンサート 

１１／２（日）開催します！ 

入場料無料です、是非見に来て

ください。 

野球部からのお知らせ！！ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

国際ロータリー第２８２０地区 

第１４回親善野球大会 開催されます！ 

 

日時：１０月１８日（土） ８：３０開会 

会場：川口運動公園野球場、市民運動広場 

 

優勝目指して頑張ります！！ 
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 ローターアクト例会だより       例会場所  豊里公民館     

TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

 ローターアクト次回例会予告 

     

    １０月 ２１日（火） つくば学園ＲＡＣ１０月第２例会 

                場所：未定 

                内容：インドネシアについて（竹木伸子） 

   

     １１月 ３日（月） 塗装例会（ＯＢ秋田） 

                       

 

 
 開催日 １０月７日（火） 
  

 出席者 石塚美沙、小林一政、金雅炯 （出席率６０％） 
  

 欠席者 野瀬祐太 竹木伸子 

 

 テーマ 「おにぎり例会」  

      クラブ国際奉仕委員会担当 石塚美沙 

 

 内 容 新米の季節ということで、新米でおにぎりをつくり、お米本来の味を実感する例会。 

     おにぎりの他に、味噌汁、きゅうりのたたき、卵焼きをつくりました。 

 

 成功点 例会前の準備がしっかりしていたこと 

     新米がおいしかったこと 

 

 反省点 人数が少なかったこと、時間内に終わら 

     なかったこと 

 

 改善点 例会内容の準備を念入りにすること   

 

 ゲスト 真壁ＲＣ 倉品絵里様 

 

 ＲＣ総評 日本のおいしさを再認識して、生産・流通などを若い人たちが考え、実行していくこと 

      で、将来の食料飢饉にそなえることができます。それが結果的に飢餓救済などのロータ 

      リーのテーマに沿っていくことになります。お米をテーマにしてまた例会を作ると良い 

      でしょう。本日はお疲れさまでした。 

                       地区ローターアクト委員長 塚原 英夫様より 

運営方針 

◆何よりも楽しく活動 

◆社会奉仕活動をメインに 

◆運営に力を入れる 

◆ＯＢ・OGの方とのリンク 
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      会場から                

お食事報告 

TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

本当に真剣です 

最近ツーショット多いです 

トライアスロン？ 

 一 夜 漬 け の 影 響 ？ 

皆さん真剣！ 

皆さん注目！ 

点鐘できませんぞ！ 市況について情報交換 野球部首脳陣密談！ 

勉強と趣味！ 

お疲れ様です！ 

 

 

石川英昭・桂子様 

上野 修・いゆ子様 

浦里浩司・晴美様 

菅原 俊・浩子様 

田口幸男・葉子様 

東郷治久・富紀子 

中山正巳・敬子様 

株価が心配！ 委員長報告に聞き入る 

委員長奮闘！ 

 ご結婚祝い    

立ち見有！ 

高橋恵一会員考案 

オークラ特製「こだわり」 

パンフレット 



会員数 出席数 欠席数 内無届欠席数 メイク 

６１名  ４０名  ２１名  ０名 ０名 

出席免除 

３名 

出席率 

７０．４９％ 
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 出席率報告       １０月９日（木） 

TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

 今週のニコニコＢＯＸ 

報告 

出席委員長  

浦里浩司 

本日の合計 ￥４１，０００－ 

本年度累計 ￥４５６，０００－ 

たいへん 

よくできました 

 

井田 充夫 
 石川会長、齊藤幹事、先週のガバナー公式訪問では、大変ご苦労様でした。上野年度は、ま 

だこれからですので、よろしくお願いいたします。 

浦里 浩司 

 先週にひき続き、明日１０／１０～１３まで、筑波西部で、県内２９社の蔵元の酒を集めた試

飲販売会がありますので、皆さん試飲、イヤのみにいらして下さい。私は、最終日１３日が当番

です。PS.今日は結婚記念日の御祝がありましたが、よく考えたら、私も１０／１５日、当時の
第一ホテルで結婚したのを思い出しました。当時、塚田ＳＡＡ、忘れないで下さいね。 

田口 幸男  結婚祝有難うございました。 

古本 捷治 
 昨日ＫＥＫ（高エネルギー研究所）で沢山の先生方に感謝の言葉を頂きました。２００１年

トップクオーク発見の為、マシンのパワーアップに当社の貢献が認められました。 

菅原 俊 
 本日は、ご清聴ありがとうございました。やはり、一夜漬けでは無理があったようです。精進

します。 

齊藤 修一 
 先週のガバナー公式訪問には、大勢の会員にお集まりいただき、ありがとうございました。お

かげで大成功？のうちに終える事が出来ました。ありがとうございました。 

木村 真人 
 ９月欠席してしまいました。申し訳ありません。株券電子化もうすぐです。お早めにお願いし

ます。  

東郷 治久 
 結婚記念日祝有難うございました。２９回目になると思います。来年は３０回目なので（一年

以内に離婚することが、なければ・・・）盛大に祝いたいと思います。 

高橋 恵一 
 オークラつくばの「こだわり」をパンフレットにして見ました。半分に折ると持ちやすくした

のは、私（高橋）のアイデアです。ノーベル賞には届きませんが、ちょっとしたひらめきです。 



編集後記                    （クラブ会報委員：岡本） 

●会報製作も５作目となりました。記事、紙面構成いつも悩みながら作成し

ています。安藤委員長のように紙面拡大がなかなか出来ていませんが、今後

に期待してください。皆様からの楽しい情報提供お待ちしております。 

●ノーベル賞ですが、今まで遠くのことだと感じていました。ここつくばで

は、大変身近なんですね。高エネルギー研究所小林名誉教授は松代にお住ま

いということで、一応ご近所さんですし、古本さんのニコニコ内容をみても

驚きました。あらためて学者の街であるということを認識しました。近くに

どんな人が住んでいるのかよく調べておく必要がありますね。 

●第１４回親善野球大会に備えて、バッティングセンターに行ってきまし

た。体が動かないことを痛感しました（なさけないことにまめまで出来

て）。時速１００kmのボールにかすりもしませんでした。あきません。三振
しないよう何とか頑張ってみます。１２日の練習に参加できなかったことが

悔やまれますが、盛り上げ役としてがんばります。 

  

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  

 

 １１月 ６日（木）会長挨拶 ロータリー財団月間にちなんで 

 １１月１５日（土）移動例会 ロータリーの森創り 


