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 12月25日（木） 上野年度クリスマス移動例会報告 

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. 

  上野年度クリスマスパーティ開催 特別編集号 

上野年度のクリスマスパーティは12月25日（木）の夜７時より、オークラ

フロンティアホテルつくば 本館３階「ジュピター」に於いて、およそ約

100名が出席して行われた。当日は朝から冬晴れの好天で、日中は気温も

14度ほどあり風も弱く穏やかなクリスマス日和（？）の日であった。クラ

ブ会報委員長として潜入取材を兼ねて１時間以上前に会場を覗いてみたと

ころ既に親睦委員会のメンバーが集結してしっかりと準備作業をしている

ところだった。パーティに華を添えるジャズバンドの音合わせも終わり、

オークラのスタッフの皆さんが食器や配置の最終確認に忙しそうにテーブ

ルの間を駆け抜けている。今回は奥様をはじめご家族を連れての出席が例

年になく多くなったこともあり、おもてなしをする側の親睦委員会として

は気が抜けないところである。用意にぬかりがないよう、親睦委員会全員

がピリピリした緊張感の張り詰める中、確認・打ち合わせを入念に行って

いたことをこの場をお借りしてご報告しておく。ＳＡＡ皆葉委員長の司会

で例会が始り、上野会長の挨拶のあとパーティの進行は小城親睦委員長に

バトンタッチされた。石川直前会長の発声による乾杯でいよいよお待ちか

ねのクリスマスパーティがスタート。いつになく華やかな雰囲気に会場の

あちらこちらで笑顔と笑い声があふれていた。（報告者：安藤） 

ダンディな上野会長の挨拶 

カメラ目線の皆葉ＳＡＡ委員長 小城親睦委員長のセンスが光る 石川直前会長の和やかな挨拶 みんなで乾杯！ 

http://images.rotary.org/netpub/server.np?find&catalog=catalog&template=detail.np&field=itemid&op=matches&value=3669&site=Rotary
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      クリスマスパーティ会場から                

TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

大堀会員とご家族 高柳会員 宮澤会員 沼尻会員とご家族 

大木会員と奥様 

グラスをかまえて いただきま～す！ 

上野会長は出張乾杯！ 

準備に余念がない親睦委員会 受付はこちらのメンバー 新入会員の紹介 

石川直前会長の発声 

東郷副会長と佐藤副幹事によるルネッサンス！ 

飯田家ご家族 野堀会員と中山ご夫妻 増山、小須田、国府田会員 川崎、皆葉、増田会員 
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      クリスマスパーティ会場から                

TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

岡添、石川、田上会員 古本、佐藤、東郷会員 稲葉ご夫妻 中村ご夫妻 

小堀ご夫妻 鬼沢ご夫妻 鯨井会員のご家族 青山会員のご家族 

大里ご夫妻 下村会員ご家族 本多、染谷会員 

齊藤、宮澤、高野会員 富田ご夫妻 塚原ご夫妻＋染谷会員 

誰？増山会員？ 国府田、綿引会員 高橋会員 井田、岡添、石川会員 

ビールで会話が弾む 

田口会員のテーブル 
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      クリスマスパーティ会場から                

TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

素敵な演奏をありがとうございました。 

ハイ、あ～んして！ 

いえ～い！塚原夫人 安藤家息子、黒毛和牛ゲット！ 

さて、次第に動きが活発になってまいりましたよ。 篠田さんを発見！ 

井田、岡本、安藤会員 美容室の顧客開拓 

しばし休憩中 数字照合作業中 

余裕しゃくしゃくの鈴木会員 なぜ立っているかというとリーチだからです。 本多、染谷、野堀会員 
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      クリスマスパーティ会場から                

TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

ビンゴにならないよ～ 

一等賞は小須田会員 

賞品は掃除機との情報。 

鯨井家も黒毛和牛ゲット！ 

確か父はダイエット中では 

小堀会員に睨まれたァ！ 

レッサ嬉しい！（それクマ？） 

こんなん、当たりましたァ カラオケ中ではありませんから 

念のため。 

鈴木ご夫妻と塚田ご夫妻 稲葉ご夫妻と中村ご夫妻 

私が石川です。 思わず苦笑いの本多会員 

井田さん、それ何ですか？ 

嬉しいのか酔ってるのか？ 

わかりずらい岡本会員 

どうですか？この満面の笑顔。いいですねェ！こっちまでニコニコしちゃう 

なんかいっぱいありませんか？ ビンゴの司会は大木会員 高野会員と水谷 豊 

グッと大人の雰囲気 

鯨井会員と青山会員 
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      クリスマスパーティ会場から                

TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

シュプレヒコール？ 

いえ、じゃんけんでした。 

宿泊券のご提供に感謝 会場は熱気に包まれて盛り上がるのであった！ 

決勝は塚原会員と綿引会員 磯山会員がヤジる 子どもたちも仁王立ち 

大きな包みの賞品を手にして、期待に胸を膨らませる皆様です。 

小城夫人と塚田夫人です。 大野さん、何か賞品もらい

ましたか？ 

増田会員もビンゴです。 こちら稲葉会員 おめでとうございます。 

皆さまお揃いで賞品をお持ち帰りいただきました。 
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      クリスマスパーティ会場から                

TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

大野さん、どうぞ！ 
（あんまり飲ますなよ！安藤談） 

左足への体重移動が完璧な 

塚原会員のフィニッシュ 

もろたでエ～ やっとヒット！岡添船長 

歳末バーゲン会場の様子 

野球同好会より賞品提供 

賞品いただきました 中味は何だろう？ 

こちらレディース準決勝 齊藤、田上会員と安藤娘、息

子がゲットしたのは宿泊券で

した。 

じゃんけんしてます。 

アイスクリームを焼き上げる“ベイクドアラスカ” おいしいお料理でした！ 

人間とほかの動物たちとの最大の違いは“笑うことができる”ことだそうですよ。 
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      クリスマスパーティ会場から                

TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

ロータリー ソング 

東郷副会長による中締めの挨拶 盛大な拍手でお開き 顔こっちでしょ（グギッ） 

オレ、どうよ？ 

写真右からラーメン、つけ麺、

俺イケメン（By  大木ビンゴ） 

ダイワハウチュ、の「チュ」

をする大友会員 

ようやくお目覚め この顔に見覚えありませんか？ 

楽しかったかな？ 

コモいスタ小城＆田上会員 磯山会員に迫られる宮川会員 ぐ～ッ！ 下村、塚原、井田会員 

また来てくれるよね！ 

ゲーム中の子鯨 鈴木会員の横顔をご紹介 飲んでます。 
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TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

  お食事報告 

  お客様紹介   ようこそお越しくださいました！ 

東京東江戸川ＲＣ 

  鈴木冨士雄様 

     奥 様 

 

        

         元当ＲＣ会員 

          篠田敏夫様 

 近況報告    国際親善奨学生 牧田 英 君 

今回のオークラフロンティアホテルつくばで催されたクリスマスの集いで特筆すべきは、シェフが腕をふるっ

て下さったお料理であったと思います。これは当日会場のあちらこちらで参加者から聞いた言葉の中に「お料

理がすごく美味しい」と称賛する方が大勢いらしたことからも裏付けられますが皆様はいかがでしたか？つく

ば学園ロータリーのことですから、おそらく少ない予算で無理なお願いをゴリ押ししたであろうことは想像に

難くないのですが、多くの参加者が口々に褒めてくださるということは、親睦委員会の皆さん、主催者冥利に

つきるのではないでしょうか。あらためまして高橋会員とオークラのシェフ、スタッフの皆様に心より感謝申

し上げる次第です。大変おいしくいただきました。ごちそうさまでした。ありがとうございました。 

     

    つくば産フレッシュキャビアと玉子のハーモニー 

    オークラつくば特製スモークサーモン 

    海の幸のポワレ アメリカンソース添え 

    大吟醸“霧筑波”のグラニテ 柚子の香り 

    牛フィレ肉のロースト 赤ワインソース 季節野菜添え 

    美味しく焼きあげたアイスクリーム“ベイクドアラスカ” 

    パン コーヒー 

つくば学園ロータリークラブ様 

  

 ご無沙汰しております。 

前回ご連絡しましたように、渡航日が決定しましたのでご報告致します。 

本日ロータリー財団本部のコーディネーターから渡航前に提出する書類をすべて確認して頂き、 

今週９日（金）に出国します。 

 同時に、9500地区（アデレード）のロータリアンが私のホストカウンセラーを決めて頂いている最中です。 

 渡航後よい報告ができるよう最善を尽くしたいと思います。 

今後とも何卒宜しくお願い申し上げます。 

  

2008-09年度国際親善奨学生    牧田英 

１２月７日付けで国際親善奨学生の牧田君より近況報告が届いておりますのでご案内いたします。 



編集後記                    （クラブ会報委員長：安藤） 

●新年明けましておめでとうございます。昨年はどんな１年でしたか？いつのまにか「大恐慌」

などという教科書でしか知らなかった丌気味さや絶望感を連想させるような言葉がＴＶニュース

や新聞に登場する世相になってしまいました。米国発の金融丌安だからとどこか他人事のような

気分でいましたがとんでもない誤解で、私のような零細企業の周囲では年明け早々から先行きが

丌安になるような憶測が飛び交っています。まさに地球的規模で政治も経済も環境問題も混迷を

極める世の中で、いかにして生き残っていくのかを考えなければならない年になりそうで新年か

ら頭がデカイ、いや頭が痛い安藤が本特集号を担当させていただきました。 

●お休みの間は岡本副委員長に多大なご迷惑をお掛けしましたこと

をこの場をお借りしてお詫び申し上げるとともに毎回素晴らしい内

容のクラブ会報を発行して下さったことに深く感謝いたします。こ

うして考えると前年度の菅原前会報委員長は、一人で大変なご苦労

をされて会報の発行という激務を遂行されたのだなぁと感服いたし

ます。改めましてほんとうにご苦労様でした。自賛になりますが私

は例会に出席できなかったあいだ、我々が発行するクラブ会報を読

むと毎回手に取るように例会の雰囲気が伝わってきました。みんな

楽しそうでうらやましいなと思いました。やむを得ずクラブ例会や行事などに出席出来なかった

会員が、クラブの活動内容をこのクラブ会報を通して把握することができるようにする、あるい

は当クラブの活動を的確に記録として残していく、という視点から考えると私たちクラブ会報委

員会の役割は非常に意義のあるものだということに改めて気付かされました。歴代の先輩クラブ

会報委員から受け継いだ歴史あるタスキを来年度の会報委員にしっかりと手渡せるよう、残りの

任期も誠心誠意の努力を惜しまずにこの会報作りを通して「クラブ奉仕」していく決意です。 

●今回は岡本副委員長と相談の上、あえてクリスマス特集号として会場内のスナップ写真を中心

に極力文章を抑え、写真画像のみで当日の様子を思い浮かべていただこうという大胆な編集方針

で取り組みました。当日、私と岡本副委員長とで手分けをしてカメラのレンズを向けさせていた

だいた皆様、素敵な笑顔をありがとうございました。誌面の大半を「皆様の笑顔」で埋め尽くし

てみました。クラブ会報委員会としてぬかりなく参加者皆様全員が必ずどこかに写っているよう

に撮影したはずですが、万一ご自分の写真が発見できなかった参加者様がおりましたらごめんな

さい！謹んでお詫び申し上げます。 

   １月１５日（木）会長年頭挨拶（オークラフロンティアホテルつくば） 

             ◇奥様誕生・結婚祝い 

             ◇１２月ニコニコ大賞 

   １月２２日（木）新年会 PM7:00～［移動例会］（筑波山 江戸屋） 

   １月２９日（木）新入会員卓話 大堀健二会員（オークラ アネックス） 

             ◇会員誕生祝い 

  

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    １月 新世代のための月間 

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. 

菅原前委員長 


