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2009/2/12 

 ２月５日（木） 第一例会報告 

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 
・つくば基金使い方について、ＡＥＤ２個購入することは決定しました。

置き場所を検討中ですが、そのことよりも、ロータリアン全員が使えるよ

うになることが重要であると考えています。 

◆『半殺しの文化』について 

 「半殺し」と聞くと凄惨なイメージがありんますが、考え方によっては

非常に素晴らしいものです。アジアでは「半殺し」にすることで鮮度を落

とさず商品を販売していますし、蜂の習性にもエサをくさらせないための

方法として同様なことをしています。 

 ロータリークラブにはいろいろな人々がいます。その人それぞれに考え

方があります。お互いに距離感を持ってどのように過ごすかじっくりと考

えていきたいと思います。 

 ２月５日第一例会は、国歌斉唱、会長点鐘の後、会長挨

拶、本人・奥様誕生祝、結婚記念日祝授与、幹事報告（理事

会報告、決算四半期報告）が行われました。 

 また、「会員増強スポンサーピンバッチ」の授与（大友会

員、岡添会員、小城会員、中山会員）、２月１９日移動例会

「中学生と語る会」について参加登録者、スケジュールの確

認が発表されました。 

齊藤幹事 

幹事報告 
・「モンゴル祭り」開催の件（４／１８を予定） 

・新年会決算報告 予算どおり 

・「テント」購入の件 １．５×２間 一梁 

・正会員推薦の件（宮川会員、柴原会員より） 

・GSE募集要項の件 アメリカ５６１０地区（アメリカ中央部） 
 09/8/29～9/21 ２５～４０歳までの社会人、募集締切２/15  
・ロータリー囲碁同好会より囲碁大会の件（３/７～８日） 
 『第１０回ロータリー国際囲碁大会』 於 神戸ポートピアホテル  
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会員誕生日 

                お祝い 

  ４日  木村 真人 会員 

 １２日  細田 市郎 会員 

 １２日  佐藤 裕光 会員 

 ２２日  浦里 浩司 会員 

 ２５日  小堀 恒雄 会員 

 『会員増強スポンサーピンバッチ』授与  

東京東江戸川ＲＣ 

鈴木冨士雄様 

 

奥様誕生日 

  ７日  木村 佳世 様 

 １３日  路川 優子 様 

 １５日  堀越 章子 様 

 １７日  小関 暎子 様 

 ２７日  中山 敬子 様 

  １日 井田充夫・優子様 

 １３日 冨田茂・由美子様 

 ２６日 岡本武志・淑子様 

結婚記念日 

 

おめでとうございます！！ 
 

大友浩嗣会員 

岡添紘樹会員 

小城豊会員 

中山正巳会員 

本日のお客様 
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     会場から 
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美味しくいただいてます 

参加予定者プレート 

ニコニコでしょうか？ 食事中すいません。 

食 事 も す す み ま す ね ！ ！ 

お一人でハイチーズ 

ホッとひといき。 

お忙しいですね。 

よからぬ相談？ 

各テーブルで個別に打ち合わせが実施されました。 

食後のひととき 会報は今回お休み？ 

開催前のひととき！ 

本日のお食事 

相談ごとでしょうか。 
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TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

 お知らせ     

『国際ロータリー代２８２０地区 ２００８－２００９年度 地区大会』 

ロータリーよろず情報 
 
                     ハイライトよねやま １０７号より抜粋【発信２００９.１．１４】 

《寄付金速報ー当会始まって以来の大口寄付で前年同期比増ー》 
 
 １2月までの寄付金は、前年同期と比べて8.43％増、約7,380万円増加となりました。普通寄付金が0.01％減、特
別寄付金が11.38％増と大幅な増加へと転じました。これは、当会始まって以来となる1億円もの大口寄付をいただ
いたためです。 
 

「後に続いて欲しい」ーロータリアンから１億円の寄付！ー 
 昨年12月半ば、名古屋名東ＲＣ会員の坂本精志氏より１億円のご寄付を頂きました。経営するホシザキ電機株式
会社（本社：愛知県豊明市）の上場にあたり、氏は株の売却益の一部を日頃から関心を寄せる団体に寄付。その一

つに米山奨学会を選ばれました。 

 坂本氏はこれまで米山奨学生のカウンセラーを二度務められたほか、博士課程に進学した学友を援助するなど、

外国人留学生の支援に熱心に取り組んでこられました。創業者であり、ロータリアンであった父の薫俊氏（故人）

が、出身地の島根で進学困難な学生を支援していたことや、ご自身もロータリアンとして、勉学に勤しむ外国人留

学生と関わる体験を得て、米山記念奨学事業への関心を深めたと言います。 

 「米山は、経費も最小限に抑えているし、多くの人がボランティアで熱心に事業を行っている。また、資金を投

機に回さず、地道に使っていることも好ましい。上場を機に、おすそ分けの気持ちで寄付しました」と坂本氏。本

来は匿名で寄付したいと、今回も含めてこれまで表彰品はすべて辞退されていますが、「後に続く人が出てほし

い」とのお気持ちから、今回記事として紹介することをご了解いただきました。 



会員数 出席数 欠席数 内無届欠席数 出席免除 出席率 

６４名  ４７名  １７名  ４名 ３名 ７７．０５％ 

メイク 

１名 

Page 5 

2008-09 Vol. 26 

 出席率報告      ２月５日（木） 

TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

無届欠席４名です。 

稲葉浩吉  妻の誕生祝を頂き、ありがとうございまいした。 

浦里浩司 
 誕生祝いありがとうございました。４回目の年男です！今回の目標は５０歳まで

にベンチプレスで再び、１００ｋｇをクリア出来るように頑張ります。 

大堀健二 
 先週は新人卓話に、お付き合い頂きありがとうございました。これからもよろし

くお願いします。 

岡本武志 
 結婚祝ありがとうございました。記念日を忘れないよう気をつけます。会報遅れ

て申し訳ありません。 

小堀恒雄  誕生祝いありがとうございました。 

佐藤裕光 

 誕生日のお祝いありがとうございます。ヤオジに就任して○○年！だいぶ板につ

いてきました。動くたびに「ヨイショッ！」「ドッコイショッ！」とたまに気合を

入れていますが、たまに「ブーッ！！」失礼・・・・・。 

高柳春介 

 昨年１１月の誕生祝いをさかのぼって、お祝いいただきありがとうございます。

なかなか１００％の出席できず、申し訳ありません。今年もよろしくお願いしま

す。 

中山正巳 

 今日は無断出席！になってしまいました。話は変わりますが、タバコを止めて、

１年と１４日になります。鎖骨は折ったけれど、持病の鼻も快調で体重も増えまし

た。オット！妻の誕生祝ありがとうございました。 

古本捷治  『うちも赤、みんなで言えばバレナイヨ！！』 

本日の合計 ￥４５，０００－ 

本年度累計 ￥９４１，２８１－ 

 今週のニコニコＢＯＸ 

報告 

出席委員長 

浦里浩司 



編集後記                    （クラブ会報委員：岡本） 

●会報担当するようになってから、ロータリー関連のホームページを見るこ

とが多くなりました（ほんとはこれではいけないんでしょうが・・）。今

回、よろず情報としてお知らせしたのはそんな行動からでした。全世界的に

不況というなか、毎日暗いニュースばかりでしたが、『１億円の寄付』とい

う文言に驚きました。実際にここまで出来なくとも、少しでも多くの人々に

夢と希望を与えられる人間になりたいです。 

●先日、あるフォーラムに出席し、「居酒屋から日本を元気にする達人」の

講演を聞いてきました。実は、以前にその方の講演を聞いたことがあって、

人の講演を聞いて魂の底から感動させられた始めての方でした。夢を実現さ

せるために、本気で全力でぶつかる熱い人物です。初めての時の感動を思い

出して元気づけられました。「１億円の寄付」のように、人のために何かす

るのはなかなか難しいことだけれども、自分で出来ることからすこしづづで

もやっていこうと自分に言い聞かせてみました。 

  

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   

 

 

 ３月 ５日（木）例  会 会長挨拶、新入会員卓話 高柳春介会員 

 ３月１２日（木）例  会 国際奉仕例会 

 ３月１９日（木）例  会 親睦例会 

 ３月２６日（木）例  会 『つくば学園ロータリー基金について』石川英昭委員長 


