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2009/3/12 

 ３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. 

 
  ３月５日第一例会は、牛久ＲＣ相澤久志様、東京東江戸川ＲＣ

鈴木冨士雄様をお客様に迎え、盛大に開催されました。 

 会長挨拶、幹事報告ののち、新入会員菊地克之会員、前島正基

会員にロータリーバッチおよびネームプレートの授与が行われま

した。今回が初参加であった前島会員より挨拶をいただきまし

た。また、奥様誕生日、結婚記念日のお祝いも行われました。 

 新入会員卓話ということで、高柳会員よりロータリー加入して

思うこと、イーアスつくばオープン後の動向分析について、発表

がありました。 

上野会長あいさつ 
・新たな会員が増えました。仲間が増えることはうれしいことで 

 す。会員の皆様の積極的な勧誘に感謝します。 

・言語論について 

・様々な業種、業務をされている個性の強いメンバーの中で、酒 

 を酌み交わしながらそれぞれの境遇や考え方を語り合う、これ  

 ほど素晴らしいことはないと思います。  

齊藤幹事報告 

・４月プログラムの件 

・４／２観桜会の件 

・職場訪問の件 

 （サイバーダイン社） 

・ロータリークラブポイントの件 

・事務局臨時アルバイトの件 

 （服部さん病気療養のため） 

臨時アルバイト 

小川智子さん 

よろしくお願いします。 
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 新入会員卓話  高柳春介会員  

○ロータリークラブに入会して思うこと・・ 

・中学生と語る会で中学生と会話でき若い人の考え 

 方が理解できた。 

・好きではじめたことは是非継続して欲しい。「石 

 の上にも３年」という言葉を知らない世代であっ 

 たことはとても驚いた。 

・イーアスつくばをより多くのお客様に利用しても 

 らえたらと常日頃考えている。 

○イーアスつくばオープン後の分析データについて 

・２月までで来場者数４１６万人に達した。 

・分析データによると、絶対防衛圏内ではイーアス 

 のネームバリューは非常に高く、強い。 

・駐車場が充実していること、商品が充実している 

 ことが皆さんから評価されていました。 

 新入会員紹介  

宮川会員よりご紹介 

前島レディースクリニック 

前島 正基 様 ロータリーバッチ、ネームプレート授与 

上野会長、菊地会員、前島会員 

皆様、 

よろしくお願いいたします 
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     会場から 
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皆さんいつもと違いますね 大野さんの後ろの方は？ 

演 台 前 席 ほ ぼ 満 席 。 

春を連想させる食事に、箸も会話もすすみます。 

言語論？ゲンゴロウ？ 食事前に情報を・・。 

緊張でしょうか。 

本日のお食事 

いただきます 

ニコニコボックスへ・・・ 国家斉唱！！ 

こ ち ら も ほ ぼ 満 席 。 出席率に期待が高まります 開 始 前 そ れ ぞ れ に 
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 国際親善奨学生だより（牧田英君報告）    
ご無沙汰しております。 

オーストラリアに到着してから約１ヶ月半が経ちました。前回の報告から現在の活動について報告致します。 

・学業について  今週１６日から２７日まで経済研究科が提供している直前コースに参加しています。これは、 

 大学院の授業に慣れるために作られたプログラムでレポートの作成とプレゼンテーションを課せられ以前より忙 

 しくなってます。昨日授業登録を終え、来月２日から始まる授業まで着々と準備を進めております。 

・ロータリーと地域活動について  本日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参加 

 してきました。全会員が約２５人でとても小さなクラブです。今回は数分の自己紹介でしたが、次回プレゼン 

 テーションを行いその後はアデレード市内にある他のクラブの会合でもプレゼンテーションをする予定です。  

・３月２７日～２９日の三日間は９５００地区の地区大会に出席し、プレゼンテーションをしてきます。ホストカ 

 ウンセラーであるマリー・ドリントンさんに第一回目の奨学金が届き、それを現地で開設した私の銀行口座に振 

 り込みました。 

・また、国際親善奨学生担当のテリー・ルイスさんに二つの日豪協会を紹介して頂き先日そのうちの一つのミー 

 ティングに参加してきました。半数ずつの日本人とオーストラリア人が出席しており、とても楽しく文化交流が 

 できました。この日は節分だったので豆まきをしました。今後もこのイベントだけでなく他のイベントにも積極 

 的に参加したいと思います。 

・アデレードに到着してから現地のロータリアンには大変お世話になっていただいており感謝してます。佐藤さん 

 をはじめ、日本のロータリアンの方々への感謝の気持ちを忘れず、学業とロータリーとの絆を維持し頑張りたい 

 と思います。最後に、滞在先が明日から変更しますのでお伝え致します。 

 908 23 King William Street Adelaide South Australia 5000 
                              ２００８－０９年度国際親善奨学生  牧田英 

本日のお客様 

東京東江戸川ＲＣ 

鈴木 冨士雄様 

牛久ＲＣ 

相澤久志様 

 

                お祝い 
奥様誕生日 結婚記念日 

 １２日 山田 晋・公子様 

 １５日 田上憲一・幸子様 

 １９日 大友浩嗣・紀子様 

 ２３日 古本捷治・邦枝様 

 ２３日 高柳春介・美代子様 

1月誕生日  

２８日  塚越 俊祐 会員 

  ８日  野堀 敏子 様 

 ２７日  浦里 晴美 様 

 ２８日  増田 正子 様 



会員数 出席数 欠席数 内無届欠席数 出席免除 出席率 

６５名  ４８名  １４名  ５名 ３名 ７８．４６％ 

メイク 

２名 
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 出席率報告      ３月５日（木） 

TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

目標達成です 

磯山正蔵  今日も一日頑張ろう。ＲＣ活動１００％出席目指せそうかな？ 

浦里浩司 
 妻の誕生祝いありがとうございます。３／２４が誕生日と思っていましたが、２７日

と書いてあるので、もう一度確認しなければ。 

大野治夫  雄！！ 

大友浩嗣 

 結婚祝いありがとうございます。本気で忘れそうでしたのでロータリーに感謝しま

す。そして、高柳会員卓話お疲れ様でした。最後に事務員代打の小川さんを会員の皆様

よろしくお願いいたします。 

菊地克之  本日、正式に入会させていただきました。今後とも宜しくお願いいたします。 

高柳春介 
 中学生と話す時間をいただきましてありがとうございました。２８回目の結婚記念日

になりました。定額給付金は＜イーアスつくば＞で使ってください。 

田上憲一  結婚記念日ありがとうございます。 

野堀喜作 
 女房の誕生祝いありがとうござい生ました。本人に「おめでとう」というと嬉しがっ

てくれますかね？？？！ 

増田忠則  ロータリーのお蔭で妻の誕生日を忘れずにすみ助かります。ありがとうございます。 

宮川健治  新入会員の前島先生をよろしくお願いします。一緒に楽しく遊びましょう。 

吉岡昭文 
 累計額で25,000円不足と請求されましたので、10,000円を納入しておきます。残

金は国よりお金が入り次第とします。 

本日の合計 ￥７５，７１９－ 

本年度累計 ￥１，０２５、０００－ 

 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） 

●暖かい日と寒い日が交互に来ますね。日本に季節はなくなってきたので

しょうか。さて、暖かくなりますと、観桜会そして『地区大会』（今回はお

隣土浦で開催です）と大きな行事が続きます。インフルエンザもいまひとつ

流行とはいえない感じでしたが、まだまだ油断は禁物です。こういう時期だ

からこそ体調管理をしっかりしましょう（特に記載している本人、この時期

必ずダウンしてました）。 

●事務局臨時職員小川さん、よろしくお願いいたします。会報委員とは密接

な関係になると思います。安藤委員長ともども紳士ですのでご安心を。服部

さん、２ヶ月程度と聞いて驚いています。あせらず、無理せず、じっくり

と、治療に専念してください。早くに復帰できることをお祈りしてます。 

●新たなメンバーを迎え会員数も６５名となりました。会報を活用していろ

いろなことを紹介できればと思います。皆様からの投稿お待ちしています。

写真と原稿を記憶媒体でいただければ掲載します。 

  

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     ３月 識字率向上月間 

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. 

 ３月１９日（木）親睦夜例会 レストラン『インカローズ』 

  

 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 

 

 ４月 ２日（木）移動例会  会長挨拶 

               『観桜会』 於グランド東雲 


