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2009/4/23 

 ４月２３日（木） 上野年度４月最終例会報告 

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                   宮澤泰輔会員 

春風のかおる４月23日（木）に行われた例会は、暫くぶ

りにオークラで行われたという印象だった。今回の例会

は新入会員卓話ということでイーアスつくば内にある野

村証券株式会社つくば支店の支店長である宮澤泰輔会員

がこれからの日本経済を株式投資の観点から解り易く、

かつ鋭く解説して下さった。 

宮澤会員の説明によると、昨年のリーマンショック以

降、世界的な規模で金融市場が混乱をきわめている。当

然ながら国内外を問わず株式市場も株価が下落し続け

て、金融市場は急激に冷え込んできた。そんな苦しい状

況が続く中で、この春先から各国の経済対策、景気刺激

策などが徐々に効果を発揮しはじめてきたおかげで、わ

ずかずつではあるが株価上昇の気配に転じてきている。 

日本国内をみても日経平均株価が  8000円台後半に推移

しつつあり、いずれそう遠くないうちには  9000円台への回復も現実感を伴って視野にとらえられはじめて

きたと思われる。しかしながら一般的な国内投資環境としては依然として景気の動向を見守りつつ、という

状況であるといえる。そんな中で世界の海外投資環境に目を向けてみると、随所に下げ止まりの兆しが見え

はじめてきており、特に中国市場においては大幅な改善が確認できている。これは中国政府が行う４０万元

投入という思い切った経済支援政策により景気の下支え効果が期待され、Ｖ字型回復とも言えそうな軌跡を

描く期待と可能性が見込まれているためと考えられる。もしこれから海外投資をお考えなら中国市場に注目

してみてはいかがだろうか。詳しくは宮澤会員まで御相談いただければ、最新情報をもとにして親切丁寧に

各種の説明をして下さるそうである。（報告：安藤） 
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      ４月２３日（木） 例会会場から              

TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

上野会長の点鐘ではじまり ロータリーソングを大きな声で唄う 

ＳＡＡは大忙し 東郷副会長も大忙し 

野村証券つくば支店長の宮澤会員の卓話に熱心に聞き入る会員たち 

綿引会員を発見！ 

綿引会員を写真に収めておきました 
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 結婚記念日  

 幹事報告        ４月２３日（木） 

齊藤幹事よりの報告です。 

関係各所からお礼が来ました。 

 

・地区ＲＡＣより      地区大会出席並びに古着収集のお礼 

・国際ソロプチミストより  チャリティーゴルフ大会参加のお礼 

・第６分区より       ＩＭ参加のお礼 

・ガバナー事務所より    地区大会、記念ゴルフ大会参加のお礼 

 

またＧＷの関係で他クラブから例会変更のお知らせが多数来ています。 

石岡、土浦、阿見、かすみがうら、石岡８７などでメイクをご予定の方は 

事務局に確認のうえご参加ください。 

４月 ３日 小城 豊 ・由美  様 

   ４日 柴原 浩 ・桂子  様 

   ４日 佐藤 裕光・由紀子 様 

   ６日 国府田仁兵衛・佐代子様 

  １０日 綿引 信之・勝枝  様 

  １０日 細田 市郎・昌子  様 

  １７日 伊勢 一則・良枝  様 

  １７日 菊池 克之・弘子  様 

  １９日 下村 正 ・宏子  様 

  ２０日 小堀 恒雄・静江  様 

  ２０日 皆葉 真治・直美  様 

  ２５日 小関 迪 ・暎子  様 

  ２６日 高野 勝 ・園子  様 

  ２７日 前島 正基・朊子  様 

齊藤幹事 

４月にご結婚記念日を迎える会員がこんなに大勢いらしたとは知りませんでした。 

桜咲く美しい季節にご結婚されたわけですね。おめでとうございます。 

ご結婚記念日の記念品はご自宅の方へ直接お届けということになるそうです。 

 

 



Page 4 

2008-09 Vol. 35 

 

 

TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

 会員お誕生日（３月） 

 奥様お誕生日（３月） 

 会員お誕生日（４月） 

 奥様お誕生日（４月） 

３月 ８日 皆葉 真治 会員 

   ９日 田口 幸男 会員 

  １４日 下村 正  会員 

  １４日 大木 康毅 会員 

  １９日 塚原 英夫 会員 

  １９日 飯田 正行 会員 

  ２５日 宮本 学  会員 

  ２８日 鬼澤 善則 会員 

３月 ８日 野堀 敏子 様 

  ２７日 浦里 晴美 様 

  ２８日 増田 正子 様 

４月 ３日 大堀 健二 会員 

   ７日 岡添 紘樹 会員 

   ８日 増田 忠則 会員 

   ９日 中山 正巳 会員 

  １１日 高橋 恵一 会員 

  １３日 吉岡 昭文 会員 

  １８日 宮川 健治 会員 

  ２２日 本多 史郎 会員 

  ２２日 菊池 克之 会員 

  ２５日 上野 修  会員 

４月 ６日 岡添 紀子 様 

  １０日 大野佐多子 様 

  １３日 井田 優子 様 

  １４日 染谷香代子 様 

  ２０日 菊池 弘子 様 

  ２８日 国府田佐代子様 

  ２８日 高野 園子 様 

  ２９日 田口 葉子 様 
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 下村正様、つくば学園RCの皆様 
 

 大変お世話になっております。2008-09年度国際親善奨学生の和田龍太です。 

 先日は、貴会会報に私の報告を掲載させて下さり、誠にありがとうございました。 

 5月15日の完全帰国を間近に控え、一つだけご報告させて頂きたいと存じます。 

 先日、オハイオ州クリーブランドまで剣道の昇段審査を受審しに参りました。 

 実に12年ぶりの昇段審査でしたが、お陰様で四段に昇段致しました（一発合格でした）。 

 これも無論、国際親善奨学金のおかげであると確信しております。アメリカに 

 留学させて頂く機会があったからこそ、国籍・民族・宗教などの違いを越え、剣道を通じて 

 素晴らしい交流ができ、そして彼らと互いに鍛練した結果、昇段できた結果であると思っています。 

 完全帰国の直前まで、この結果に驕ることなく彼らと研鑽を続け、 

 四年後の昇段審査(次の目標は五段です)に臨みたいと存じます。 

 尚、完全帰国は上記にも挙げましたとおり、5月15日です。5月14日、 

 ユナイテッド航空803便にて、ダレス空港を12：48pmに出発、 

 成田には3:35pmに到着いたします。帰国致しました折、 

 皆様にご挨拶と御礼させて頂ければ大変ありがたく存じます。 

 

 和田龍太 拝 

      ４月２３日（木）  ワイン同好会         会場：インカローズ               

TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

４月２３日の夜にワイン同好会の活動が、１４名の出席でインカローズで行われました。 

今回は「春を彩るワイン」ということで「マミちゃん」こと「たまがわ酒店」のシニア・ワイン・アドバイ

ザー 植田真未さんがセレクトして下さった厳選ワインを料理とともに楽しみました。 

最下段左の写真は「ロジャー・グラート・カヴァ・ロゼ・ブリュット」という、2008年のパリコレクション

で公認スパークリングに選ばれアフターパーティで提供された、春らしいロゼ色のスペイン高級名門カヴァ

だそうです。 

 国際親善留学生からのお便り       （下村委員長より寄稿） 



Page 6 

2008-09 Vol. 35 TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

 今週のニコニコＢＯＸ 

飯田 正行 
 誕生祝い有難うございます。アラフィフからアラカンに近づきつつあり、嬉し 

 いような、かなしいような・・・。 

井田 充夫    

  

 妻の誕生祝い有難うございます。緑が目にしみる良い季節となり、ゴルフに力 

 を入れたいのですが・・・。先月今年４回目で１００回もたたきました。 

 

上野 修 

  

 誕生日有難うございます。こんな清々しい気持ちは季節でしょうか？６月が近 

 いということでしょうか？ 

 

岡添 紘樹 
 ２人の誕生日を祝っていただき、有難うございました。年は離れていますが、 

 生まれた日は１日私が後です。／ロータリーの友情に感謝します。  

小堀 恒雄  結婚祝いの花、有難うございました。 

 

佐藤 裕光 
 結婚記念日のお花有難うございました。子供が成人式を迎えたので、21回目で 

 す。自分を褒めてあげましょう！我慢強くなりました。 

鈴木 敏雄    
 藤の花の目立つ今頃となりまして、また月初めには観桜会を当社において頂き 

 まして有難うございました。 

田口 幸男  皆様、ご苦労様です。申し訳ありませんが、暫く休ませていただきます。 

中山 正巳 

 誕生祝有難うございました。今年で54歳の中年“ど真ん中”です。昨年は鎖骨 

 骨折しましたが、懲りずに自分で自分の誕生プレゼントに1400GTRと言う名前 

 のバイクを買入しました。女房はあきれて『全く懲りないおバカさん』と言っ 

 ておりました。 

増田 忠則 
 桜花爛漫４月は私の誕生月です。お祝をいただき有難うございます。でも後期 

 高齢者の仲間入り、なんだかお年寄りになったような気がします。これでよい 

 のかな？／妻の誕生日で記念品を頂き有難うございます。ＲＣは良いですね。 

綿引 信之  結婚祝有難うございました。女房の顔も38年見続けました。 



会員数 出席数 欠席数 内無届欠席数 出席率 出席免除 

６５名  ４９名  １６名  ２名 ８０．００％ ３名 
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 出席率報告       ４月２３日（木） 

TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

報告 

出席委員長  

浦里浩司 

本日の合計 ￥８３，０００－ 

本年度累計 ￥１，１４９，０００－ 

う～ん！  「無届欠席数」 

  ２名でした！ 

 

 今週のニコニコＢＯＸ 

  ニコニコ大賞  2～3月 

今回のニコニコ大賞は２・３月分として６名の会員が選出

されました。 

ＳＡＡが選んだ方々は以下のとおりです。 

 

  下村会員、塚原会員、高橋会員、岡添会員 

  岡本会員、安藤会員 

 

■ニコニコボックスのコメントが面白かった 

■会員増強に頑張っていただいたし、これからもさらに 

 頑張っていただきたい 

■クラブ会報いつも御苦労さま 

 

などが主な選考理由とお聞きしました。 

クラブ会報にまで御配慮いただきまして誠に光栄です。 

ありがとうございました！ 



       

  

 5月14日（木） 例  会 （オークラフロンティアホテルつくば）   

               ◇招待卓話  土浦ＲＣ国際奉仕委員長 倉持武久氏 

                      土浦ＲＣ親睦活動委員長 辻 英二氏 

 5月20日（水） 移動例会 （ホテルグランド東雲） 

               ◇３クラブ合同ゴルフコンペ（ザ・ゴルフクラブ竜ヶ崎） 

               ◇３クラブ合同夜例会 19：00～ 

 5月21日（木） 休  会  ５月20日の振替 

 5月28日（木） 例  会 （オークラフロンティアホテルつくば）  

               ◇同好会活動報告及び計画 

               ◇会員誕生祝い 

                             

編集後記                   （クラブ会報委員長：安藤） 

●新型インフルエンザが世界的に流行するパンデミックの恐れが出てきている。日本

も他人事を決め込むことは出来そうもない状況のようだ。感染者の水際対策として空

港や港湾などの検疫所に設置したサーモカメラをＴＶニュースなどで見かけた方も多

いのではないだろうか。体の表面温度を測定してインフルエンザ症状の特徴の一つで

ある３８℃以上の発熱を非接触かつ瞬時に検知する装置である。２月に豊里中学校に

も持ち込んで実際に中学生たちにカメラを操作する体験をしてもらったり、先日職場

見学でお邪魔したサイバーダインスタジオにも展示してあった赤外線サーモカメラが

それである。このような最先端の技術を駆使して、何とか水際で食い止めてもらえる

ようになるとありがたい。こうした現象だけをみても地球はひとつであり、いまや人

や物が世界中を駆け巡っていることが実感できる。マスクが品薄になっているらしい

が、うがいと手洗いも大事だとのことである。大流行にならないことを祈るだけだ。 

●今年のＧＷはいかがでしたか？我が家は特別な行事をすることもなく、ただなんと

なく終わってしまいました。おかげで３人の子供たちからは大ブーイングを浴びせら

れ、家庭内には暗くよどんだ空気が充満しております。ごめんね御免ねゴメンね～！ 

●さて皆様の所属する同好会活動の様子をクラブ会報に掲載したいと考えています。

各同好会における活動の具体的な内容や様子がわかる記事や写真などの寄稿をクラブ

会報委員一同は心よりお待ち申し上げております。よろしくお願い申し上げます。 

  

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     

  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. 

 


