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 1２月１１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. 

 招待卓話 

 １２月１１日（木）例会は、社会奉仕委員会より識字率向上

に向けた取組報告ということで招待卓話が行われました。お客

様として「つくば都市振興財団」より鈴木宏理事長、大木喜子

様、原雅子様、そして「ＴＩＶＯＮＡの会」より清水晃会長を

お迎えしました。日本語普及策としてインターネットを活用し

パソコン上でひらがなの読み書き等が容易に習熟できる仕組を

検討されているとのことです。つくば学園ＲＣから識字率向上

支援金（１０万円）を授与しました。 

 また、今回から２名の新入会員が参加されましたので、バッ

チの授与式および入会にあたっての挨拶が行われました。   

新入会員紹介  野村證券㈱ つくば支店長 宮澤泰輔様 

新入会員紹介  ㈱沼尻 代表取締役 沼尻 真一様 

国際親善奨学生からの近況報告 

昨日アデレード大学から合格通知が届きました。

無条件合格でしたので２月下旬から学業を開始可

能となります。しかし、現地での生活により慣れ

る為に１ヶ月早めに渡航したいと考えておりま

す。よって、１月の初めに出発の予定をしてお

り、現在はその準備に追われています。また、

ロータリー財団本部に所属しておりますコーディ

ネーターの変更の知らせを受け、アデレードへの

手続きも難航しそうです。正式に渡航日が決まり

ましたら再度連絡致しますので、何卒よろしくお

願い申しあげます。 

2008‐09年度国際親善奨学生 牧田 英 

皆様よろしくお願いいたします 
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支援金の授与 

つくば都市振興財団 

鈴木 宏 理事長  

本  日  の  お  客  様 

つ
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ば
都
市
振
興
財
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 鈴木 宏理事長、大木喜子様      原雅子様                  

Ｔ
Ｉ
Ｖ
Ｏ
Ｎ
Ａ
の
会 

清水 晃会長 

ＴＩＶＯＮＡの会 

清水 晃 会長 

パソコンを用いた「WｅｂJEL」についての説明資料 
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    会場から     
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本日、単独ショット 

本日のお食事 

会 話 も 弾 み ま す ね お客様との会食！ 

今 回 も 食 事 中 に 失 礼 し ま し た 

今日のお食事のお味はいかがですか？ 

真剣に耳を傾けて・・・ 

お味のほうは・・・ 
新たなメンバーとのコミュニケーション 

お客様との会食パート２ 

奥様誕生日です。 
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TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

会話が弾みます！ 

上野会長と共に 

廣瀬ガバナーあいさつ 

 ローターアクト例会だより       例会場所  ホテルグランド東雲     

 ローターアクト次回例会予告 

     

    １２月 １６日（火） 真壁ＲＣ主催留学生交流会のちにつくば学園ＲＡＣ忘年会 

               場所：ホテルグランド東雲 

               内容：上記のとおり 

                       

 

 
 開催日 １２月２日（火） 
  

 出席者 石塚美沙、小林一政、金雅炯、竹来伸子 （出席率８０％） 

  

 欠席者 野瀬祐太 

 

 テーマ 「インドネシアについてパート２」  

         国際社会奉仕委員会担当 竹来伸子 

 

 内 容 前回の「インドネシアについて」の続きの例会。 

     インドネシアのポップな音楽を流しながら例会を進め、自己紹介のやりかた、民族衣装を着 

     てみたりインドネシアで有名な輸入菓子を試食したりした。 

     

 成功点 インドネシアの音楽が流れていてよい雰囲気の例会だった。 

 

 反省点 特になし。 

 

 改善点 特になし。  

 

 ゲスト つくば学園ＲＣ 塚原英夫様 高柳春介様 

     土浦南ＲＡＣ 若山周一郎様  

 

 

 

 ＲＣ総評 たいへん面白い内容の例会でした。楽しい時間をありがとうございました。 

 

                       つくば学園ロータリクラブ 高柳 春介様より 

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 



会員数 出席数 欠席数 内無届欠席数 出席免除 出席率 

６４名  ４９名  １５名  ０名 ３名 ８１．２５％ 
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 出席率報告      １２月１１日（木） 

TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

たいへんよく 

できました 

飯田 正行  本日より、仲間入り致しました沼尻真一君をよろしくお願いいたします。 

大木 康毅 
 沼尻真一さんの入会、大変うれしく思います。末永いお付き合いの程よろ

しくお願いします。 

小城 豊 
 新入会員宮澤泰輔さんをよろしくお願いします。大のお酒好きという事

で、今晩さっそく親睦委員会では新入会員コンパを開始します！ 

木村 真人  宮澤さん、今後共よろしくお願いします。 

下村 正 
 地道な活動を続けているつくば国際交流会，TIVONAの会にご理解をお願い
します。 

塚田 陽威 
 女房の誕生祝ありがとうございました。新入会員沼尻さん、宮澤さんよろ

しくお願いします。歓迎します。 

中山 正巳  沼尻真一君、入会おめでとう。皆様よろしくお願いいたします。 

古本 捷治 

 先週末、元筑波大教授・東大名誉教授の蒲島郁夫熊本県知事が、就任以来

初めての連休が取れたので、遊びに来ないか？とさそいがあり、熊本に行っ

て来ました。知事公舎の大きさにびっくりしました。家内が知事の仕事は何

ですか？と問うと、答えは、ただの殿様です。との答えでした。 

増山 弘 
 妻の誕生祝をいただき、ありがとうございます。週末に帰宅する際、お土

産ができて助かります。ちなみに妻は39歳から年をとっていないと、毎年申
しております。 

本日の合計 ￥５４，０００－ 

本年度累計 ￥６８３，２８１－ 

 今週のニコニコＢＯＸ 



編集後記                    （クラブ会報委員：岡本） 

●会報が遅れて申し訳ありません。今号は結果報告になってしまいましたが

お許しください。平成21年からは心機一転、安藤委員長とともに楽しい会報
をお届けできるよう頑張りますのでよろしくお願いいたします。 

●本号がお手元に届く時には新年を迎えていることと思います。平成20年1
年間ありがとうございました。足りないところは多々あったかとは思います

が、今後は補いながら更に進歩した会報作りを心がけます。そして、平成21
年（丑年）もよろしくお願いいたします。皆様のご健康とご多幸をお祈り申

しあげます。 

●クリスマス例会お疲れ様でした。とても楽しく時を過ごすことができまし

た。22号はクリスマス例会特大号として発行する予定となっています。乞う
ご期待ください！！ 

 

 

  

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    1２月 家族月間 

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. 

 

１２月２５日（木）移動例会 クリスマスパーティー例会 

              於オークラフロンティアつくば １９：００～２１：００ 

              本館３Ｆ 「ジュピター」 

 

 １月 ８日（木）休  会 定款第５条第１節により 

 １月１５日（木）例  会 会長年頭挨拶 

              理事会、奥様誕生祝・結婚祝、１２月ニコニコ大賞 

 １月２２日（木）移動例会 新年会（夜例会） 

 １月２９日（木）例  会 新入会員卓話 大堀健二会員  

              会員誕生祝   

 


