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 1月２９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. 

 新入会員卓話 大堀健二会員 

大堀健二会員卓話 
ご自身の本業である電気工事にまつわるエピソード、又最近感じ

ていることなどについて語っていただきました。 

・琥珀（コハク）と電気とお酒 

・２３年ぶりに税務署がやってきた 

・大堀電気工事㈱との関係について 

・新電力、ホームオートメーション、自火報設置 など 

 １月２９日例会は、本人誕生祝、１２月ニコニコ特別賞の

授与が行われました。また、新入会員卓話として、大堀健二

会員の卓話が行われました。参加されたメンバー全員が興味

津々で耳を傾けていました。 

 また、残念なことですが、木村真人会員より退会の報告が

ありました。本店へご栄転されるとのことです。後任として

水戸証券㈱つくば支店長に着任される菊地克之様とともに挨

拶をされました。 

木村真人会員挨拶 水戸証券㈱つくば支店 

菊地克之支店長 

平成１９年４月入会から

約２年間という短い間で

したが、皆様ありがとう

ございました 
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歓談中、歓談中 

じっくり聞かせてもらいます 

大 変 美 味 し く い た だ き ま し た ！ ！ ハイ！ポーズ。 

食 事 中 す い ま せ ん ！ 

楽 し く い た だ い て い ま す 。 

興味津々ですね。 

会話も和やかに。 美味しいですね。 

すいませんお食事中。 

はい、チーズ！！ 

今回は食事を撮影しわすれてしまいました。 

ロータリーとは・・・ ＳＡＡ席での食事 
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TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

会員誕生日 

                お祝い 

   １日  野堀 喜作 会員 

   ２日  小関 迪   会員 

   ２日  堀越 雄二 会員 

  １４日  石川 英昭 会員 

  ２４日  磯山 正蔵 会員 

  ２４日  菅原 俊   会員 

  ２８日  塚越 俊祐 会員 

  ３１日  川崎 庄一 会員 

 国際親善奨学生だより (牧田英君報告）    
佐藤裕光様 

・ご無沙汰しております。 

 ようやくインターネットが接続できました。ご報告が遅くなり申し訳ありませんでした。  

・先週土曜日の午後１時に無事アデレードに到着致しました。空港には、私のホストカウンセラーのマリーさんをはじめ、 

 受け入れ地区９５００地区のガバナーのロバータさん、国際親善奨学生代表のテリーさんご夫妻、財団委員長のロバータ 

 さんご夫妻と大学側に手配して頂いたホストファミリーのジュリーさんが空港で出迎えてくれました。  

・翌日にはマリーさんがご自宅に招いて下さり、ロータリーのこと家族のことなどいろいろなお話をしました。その後は市 

 内を案内していただき夕食もご馳走になりました。 

・月曜日にはテリーさんが銀行口座を開設するのを手伝ってくれたり買い物に連れて行ってくださり大変お世話になってお 

 ります。同時に、月曜日から進学準備コースに出席し、他の留学生と互いに刺激しあいながら勉強しております。 

・今後のロータリーの活動ですが、来月にホストクラブであるアデレードウェストロータリークラブの例会に出席予定です。 

 また三月には地区大会に出席し、スピーチをする予定です。 

・到着して間もないのにもかかわらず、ロータリアンの方々には大変お世話になっております。このような経験ができるの 

 もみなロータリーのおかげだと思います。多くの方からの支援に応えられるよう今やるべきことに最善を尽くしたいと思 

 います。  

 

 ご心配ご迷惑かけることが多々あると思いますが、今後とも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 

 
 
      右から； 

    Ms Marie Drrington : ホストカウンセラー 
    （Rotary Club of Adelaide West） 
    Ms Julie Corrigan : ホストファミリー 
    Mr. Robert Brookes : ロータリー財団委員長 
    Ms. Roberta Waterman : District 9500 ガバナー 
    ロバートさんの奥様 

    後列が、Mr. Terry Lewis、Ms. Kim Lewis  以上になります。 

１２月ニコニコ特別賞（野堀会員、大友会員） 

【１１月 高柳会員】 
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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  ココス（ホテルグランド東雲付近）    

 ローターアクト次回例会予告 

     

    ２月 １１日（火） 新つくばホーム交流会 

               場所：新つくばホーム 

               内容：新つくばホーム交流会 

                       

 
 開催日 １月２７日（火） 
  

 出席者 石塚美沙、小林一政、竹来伸子 （出席率６０％） 

  

 欠席者 野瀬祐太 金雅炯 

 

 テーマ 「新つくばホーム打ち合わせ」  

         クラブ奉仕委員会担当 石塚美沙 

 

内 容 ２月１１日に行われる新つくばホーム交流会の打ち合わせ      

    当日の予定、準備物などを決めた                 

     写真の折り紙は節分豆を入れるためのもの       

  

 成功点 早めに決めるべきことが決まった。 

 

 反省点 今回の例会場所は適切だったのか。 

 

 改善点 特になし。  

 

 ＲＣ総評 評価できるクラブの行事、例会もロータリアンへのＰＲが少ないような気がします。新世代 

      の担当ロータリアン、理解を示してくれるロータリアンには直接連絡を取って参加しても 

      らいましょう。会長、幹事が個別にメールあるいは電話すればもっとロータリアンは参加 

      してくれるはずです。アクトは独自の路線を行くのはいいのですが、お互いに招待すると 

      いうことを常に念頭において、行動するとついうっかりがなくなりますし、お互いがもっ 

      といい関係になります。是非実践してください。例会場が無いときは相談してください、 

      私もつくば洞峰公園に事務所がありますので、前もって言ってくれれば用意します。       

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

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  ４８名  １０名  ３名 ３名 ７８．６９％ 
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 出席率報告      １月２９日（木） 

TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

無届欠席３名です。 

大木康毅 
 大堀さん 卓話ご苦労様です。 同期の入会ということでこれからも飲みに

誘ってくださいよ！よろしく！！ 

野堀喜作 
 誕生祝い、ニコニコ大賞ありがとうございました。1月に入って２度ほど休ん

でしまい、申し訳ありませんでした。 

菊地克之  今後共、よろしくお願いします。 

柴原浩  今年もよろしく！ たまには顔をだしたいです！ 

木村真人 
 ２年間でしたが、大変御世話になりました。 つくば学園ロータリーの皆様

が、ますます輝けることを祈っております。 

石川英昭 

 誕生祝いありがとうございました。給付金支給も決定をした様であります

が、私は、６６歳のため、２万円の支給対象からは外れる様であります。日数

が少し足りないのです。２月２日起算のため、でも、此れに懲りず、益々元気

でいたいと願っています。 

磯山正蔵 

 誕生祝いありがとうこざいます。 本日は私の誕生記念日にたくさんおいで

下さいましてありがとう。また、記念品までいただきありがとう。 今年も一

年どうぞよろしく。 

川﨑庄一 
 健康で一年も一つ歳を重ねる事が出来ました。誕生祝いありがとうございま

した。 

本日の合計 ￥１１５，０００－ 

本年度累計 ￥８９６，２８１－ 

 今週のニコニコＢＯＸ 

報告 

ＳＡＡ副委員長 

田口幸男 



編集後記                    （クラブ会報委員：岡本） 

●最近ゆるみがちな自分の気持ちに『喝！』。 

ある講演会で、『頼まれごとは試されごと』という言葉とその意味を知る機

会がありました。人から依頼されたことに対して当たり前に返してはもった

いない、という意味を持っているのというのです。人に感動を与えるには、

心に残る仕事をするのには、予測以上のものを提供しなければならず、ま

た、全力で物事にぶつかっているという姿勢が大事であるとのことでした。

大変素晴らしい商売の心の基礎だと痛感したのと同時に、今まで何かと理由

を付けて困難なことを回避する、逃げの姿勢が多かったことに気づかされま

した。当たり前のことを当たり前にこなすのは当然のことである。すなわ

ち、常に何か新しい方法はないか、驚かせるようなことは出来ないか、熱意

と信念をもって行動することで、人に感動を与えることができ、人から感謝

されるようになる。せっかく学んだこと、これから実践していこうと思いま

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     2月 世界理解月間 

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. 

 ２月 ５日（木）例  会 会長挨拶、会計報告 

              理事会、決算四半期報告 

 ２月１２日（木）例  会 招待卓話 裁判員制度学習会 

              水戸地方裁判所所長 加藤新太郎 様 

 ２月１９日（木）移動例会 中学生と語る会  

              於 豊里中学校 

 ２月２１日（土）移動例会 第６分区 インターシティミーティング（ＩＭ） 

              於 国民宿舎「水郷」 

 ２月２６日（木）休  会 第６分区 IMの振替   


