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 ５月７日（木） 上野年度５月第１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. 

  会長挨拶                     上野 修 会長 

  つくば学園ロータリー基金            石川委員長        

私の上野年度もだいぶ終りに近づいてきたように思えます。 

本日も例会の始まる前に通算１１回目の理事会を無事に終えること

ができました。さて、つくば学園ロータリー基金でＡＥＤを３台購

入することに決定しました。設置場所につきましては、つくば市内

を精査した結果、①イーアスつくば２階広場②ＴＸつくば駅前の交

番③当クラブで所有して各種のイベント時などに使用するようにす

る、ということになりました。今月２８日にはＡＥＤの取扱につい

ての講習会を受けます。これでようやくすべての準備が整ったわけ

です。ただしＡＥＤを「設置する」ことが目的ではなく１、２分を

争う緊急時に救急車を呼ぶことで安心するのではなく、このＡＥＤ

は「利用する」ことで最大の効果を発揮することが期待されるもの

です。果たして実際の緊急時にＡＥＤを使うことができる人が何人

いるのか、というステップにきていると思うので、少なくとも当ク

ラブ会員には、できれば毎年トレーニングを受けてもらうようにし

たいものだと考えているところです。そして今回ＡＥＤを設置する

ことになる場所に目印となる案内ステッカーを作成しました。また

一目でＡＥＤがある場所だということが分かるようにするため、あ

えてＲＣ名を目立たなくするようにデザインしてもらいました。よ

くよく見てみればつくば学園ＲＣが提供したＡＥＤだと判ればよい

ということです。あと２か月の任期まで頑張ってまいりますので皆

様よろしくお願いいたします。（談）報告者：安藤 

上野会長がほとんど説明してくれたので簡卖なご報告とさせていただきま

す。このたび、つくば学園ロータリー基金でＡＥＤを３台購入することに

なりました。ここに至るまでに２年かかりました。機種の選定については

３社から見積もりを取り、一番安かったものを選定しました。またこのＡ

ＥＤを保管して、なおかつすぐに取り出せるような設置台も併せて購入い

たしました。さらには案内ステッカーも制作しましたのでしめておよそ１

４０万円くらいの購入経費がかかりました。このＡＥＤが役立つようなこ

とが起きないことが一番ですが、もしもの際には、ぜひとも地域の方々に

このＡＥＤを活用して戴きたいと心から願うばかりです。（談） 
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  つくばモンゴル祭り       実行委員長 ガンバートル氏         

TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

４月１８日（土）につくば市中央公園で行われた“つくば・ハワリン

バヤル”モンゴル祭りの実行委員長であるガンバートル氏がお礼のご

挨拶に来られました。お話によりますとガンバートルさんの妹さんも

ロータリークラブを通じて日本へ留学されたご経験があるそうです。 

また今回のモンゴル祭りは当ＲＣの応援と協力のおかげで駐日モンゴ

ル大使館やつくば市からの後援をいただけました。日本で初めて開催

したことになるのですが、皆様のご協力でかなり本格的なお祭りとな

りましたことに大変感謝しております。来年も第２回目として４月２

４～２５日に開催する予定ですので、また応援とご協力をいただけま

すようよろしくお願い致します。ありがとうございました。（談） 

このガンバートルさんは、モンゴルでは国立日本図書館の館長さん

という要職にある偉い方なんです。歳は若いが非常に優秀な人材で

あります。モンゴルは地形上は中国に接しており、当然ながら中国

とは密接な関係があるわけです。しかしながらモンゴルの皆さんの

本心としては、私たちの日本にいろいろと依存したいという希望を

持っているようです。相撲ではとっくにモンゴルにお株を取られて

しまった感がしますが、実は今回のモンゴル祭りにも角界関係から

横綱朝青龍をはじめとする関取たちが参加するはずだったのです。

しかし残念なことに巡業と重なり、予定が立たなくなり参加できな

かったという経緯がありました。来年の第２回目には白鵬なども参

加するカモ知れないので、また皆様の応援とご協力をお願いいたし

ます。 

                       古本会員（談） 

実行委員長 ガンバートル氏 

                  

写真右が古本会員 

                  
モンゴル祭り実行委員長のガンバートル氏より、つくば学

園ロータリークラブに感謝状をいただきました。 

ワンダー美容室 様・皆葉自動車 様・ツク

バ計画 様・茨城リース 様・東郷治久 様 

・日本サポートシステム 様の以上５社と１

人の個人あてにも感謝状が贈呈されました。 
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  幹事報告                      齊藤幹事 

TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

  副幹事より                      佐藤副幹事 

理事会におきまして 

  

・拉致被害者家族連絡会支援の寄付  承認されました。 

 ・ロータリー旗、日章旗バナースタンド修理  承認。 

 ・名誉会員の件 筑波大学岩崎前学長に代わり、山田新学長 

         が名誉会員となりました。 

・ＧＳＥ受け入れに対して御礼状をいただきました。 

 

以上をご報告いたします。（談） 

いつまでたっても緊張感が抜けない感じで困っておりますが、

次年度、どうぞよろしくお願い致します。 

本日１８：３０より山水亭で新年度の家庭集会があります。 

懇親会もありますので皆さんのご出席をお願い致します。 

                       （談） 

  つくば学園ローターアクトクラブより                     

皆さまこんにちは、会長をやらせていただいております石塚

です。 

アクトはこのたび新会員を迎えて総勢７名になりました。 

今年度は長崎へ行ったり、地区大会に参加したり、新つくば

ホームで節分の豆まきを行ったりして参りました。 

次年度の小林会長は「ＢＲＡＫＥ（ブレイク）」をターゲッ

トとして、つくば学園ローターアクトクラブを引っ張ってい

くようです。この言葉が意味するものは「壊す」「ブレイク

させる（流行させる）」「停まる」などを含んだものと聞い

ています。他クラブ、他地区、ＲＣなどとの壁を取り除く、

ただ進むだけでなく振り返りをする、ローターアクトを流行

らせる、などの意味を込めたこのターゲットの言葉に沿った

活動方針を基に、これからも頑張っていきたいと思います。

ロータリアンの方々からのお力添えもいただきたいので、お

時間が許せばアクトの例会にもぜひご参加いただけますよう

お願い申し上げます。（談） 

つくば学園ローターアクトクラブ 

           石塚会長 

齊藤幹事から幹事報告 

佐藤副幹事からの報告 
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TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

  新入会員卓話                   沼尻真一会員 

本日は沼尻真一会員の卓話がありました。沼尻さんは広告デザイン

の会社（株）沼尻の代表取締役とぢて日々ご活躍されております。 

今日は企業、商品のブランド、集客のためのＷＥＢ＆デザイン戦略

という観点から地域の活性化、まちおこし、地産地消、食の安全な

どの事情から地方の企業や商品にブランドが埋もれているような気

がする、と思うに至った事柄を事例を示しながら説明して下さいま

した。「これが漁師のくいもんじゃあ」物語として愛媛県八幡浜市

にある「じゃこ天」（小魚のすり身を用いた揚げかまぼこ）製造会

社の例は、売れ行きの落ち込んだ従来の商品を、おいしいことと安

全をコンセプトにした新商品に進化させ、ネーミングやパッケージ

を練り、ＷＥＢ戦略でドキュメントストーリーを作り、さらにはメ

ディアリリース戦略までもを考えてプロデュースした結果、ネット

通販で大ブレイクしたとのことである。ライバルの宇和島、八幡浜

のじゃこ天メーカーからねたまれるほどに売り上げが回復し、社業

復活を遂げたそうです。現在でも取材のオファーが来ており、国内

だけでなく、海外からも注文が入るようになっているとのことで、 

「これが漁師のくいもんじゃあ」を上回る、究極のじゃこ天商品を

この６月より発売予定と聞き、なんだか一度は食べてみたいような

気になってきました。どんな会社でも商品でも自分では気づかない

ドキュメントストーリーがあり、そこを差別化し、編集し表現する

ことでブランドが生まれてくるそうであります。（談） 

 奥様お誕生日・会員お誕生日（５月） 

５月１０日 中村 洋子 様 

  ２３日 皆葉 直美 様 

  ３０日 小須田すみ江様 

  ３１日 宮澤美奈子 様 

５月 ８日 綿引 信之 会員 

  １５日 井田 充夫 会員 

  １７日 青山 大史 会員 

  １８日 小須田宏二 会員 

  ２２日 沼尻 真一 会員 

 ご結婚記念日（５月）  

５月 ３日 布川 南 ・鈴子 様 

   ６日 堀越 雄二・章子 様  

  １６日 塚田 陽威・千恵子様 

  １６日 増山 弘 ・朊子 様 

  １７日 飯田 正行・満里子様  

  ２２日 染谷 洪一・香代子様  

  ２６日 増山 栄 ・美紀子様  
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      ５月７日（木）  例会会場から                       

TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

今日の例会では、地域の活性化や町興し、地産地消などのキーワードを持つ内容の沼尻会員の卓話であった

ために、出席会員の関心も高かったように感じました。当地「つくば」という地域をさらに活性化させ、よ

り良く発展させていくことは私たち共通の願いでもあると思います。会場で浦里会員から茨城県はミカン生

産の北限、リンゴ生産の单限だということを教えられ感心しました。茨城県、並びにつくばの素晴らしい気

候風土や歴史、文化を継承しながら当地域の持つ潜在的に高いポテンシャルをどのように発揮していくのか

ということについての検討は、今後さらに加速させなければなりません。現状ではせっかくの素材をまだま

だ十分には生かし切れていないような気もします。社会の変革、市場の推移、市民意識やニーズの変化を適

確に把揜し、柔軟性をもってその変化に追随し対応をしていくことが求められている時代だ、まだ気づいて

いない眠っている何かがあるんじゃないか、ということを沼尻会員の卓話から感じました。 
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 今週のニコニコＢＯＸ 

大木 康毅 

 酒は飲んでも呑まれるな！先日、楽しいお酒についついヒレ酒を飲みすぎて 

 しまいました。その際、安藤さん、沼尻さんにご迷惑をお掛けしたことを反 

 省いたします。すみませんでした。これに懲りず、これからもよろしくお願 

 い申し上げます。日本酒は絶ちます。 

菊池 克之     ５１歳になりました。今後ともよろしくお願い致します。 

高野 勝 
 連休はゴルフばかりで」、ほったらかしにしてもらいました。その罪滅ぼし 

 にさせてもらいます。ありがとうございました。 

中村 義雄 
 お陰様で結婚５０年、金婚式を迎えることができました。秘訣は忍耐と我慢 

 です。プラス愛情？？ 

増山 栄  結婚３５年目になります。久し振りに６月に京都に旅してきます。 

増山 弘 
 記念日当日は、予定が入っているので、困っていましたが助かりました。 

 毎度ありがとうございます。  

宮澤 泰輔    
 妻の誕生祝いどうもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願 

 いします。 

 

本日の合計 ￥６０，０００－ 

本年度累計 ￥１，１５９，０００－ 



会員数 出席数 欠席数 内無届欠席数 出席率 出席免除 

６５名  ４８名  １８名  ３名 ７６．９２％ ３名 
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 出席率報告       ５月７日（木） 

TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

報告 

出席委員長  

浦里浩司 

う～ん！ 
 「無届欠席数」 

  ３名でした！ 

 

      ５月７日（木）  麻雀同好会活動報告    会場：湯～ワールド              

５月７日（木）次期東郷年度の家庭集会の終了後、急きょ麻雀同好会の召

集があり、場所を湯～ワールドに移動しておそらく今年度初めての同好会

活動が行われました。いつものことながら、また近いうちに同好会活動を 

継続的、定期的にやろう、と口々に言いつつも次回活動日の具体的な日取

りは決定しないまま終了、解散しました。 

      ５月７日（木）  家庭集会         会場：山水亭 

５月７日（木）１８時より山水亭において家庭集会が行われました。次年度の各理事会、委員長をはじめと

して多くの方がたのご出席がありました。次期東郷年度での大まかな活動事業計画について、次期会長の活

動基本方針を軸にして各委員会別に様々な検討が重ねられました。各委員会での活動計画を話し合う時間で

は、継続していく事業、新規に行いたい活動などが議題にでていたようで、それぞれ活発な意見交換がおこ

なわれていました。その後、懇親会が行われましたが、この場でも各委員会間での横断的な協力などの体制

の在り方などについても調整が行われているようでした。出席者の皆様、遅くまで大変お疲れ様でした。 



       

  

 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） 

●先日の09-10 次期東郷年度の事業計画を話し合う家庭集会では、先輩会員たちの間

から「変えていこう」「自分達の考えでやりたいことをやってみよう」「家族や夫婦

で参加できるようなイベントを充実させよう」などのお考えやご意見を多数から頂戴 

し、少しビックリしました。あ、ちなみに私安藤は来期の親睦委員長を仰せつかりま

した。私の会社は時期的な出張などがある仕事なので、とても親睦委員長の重責は務

まらないと思っているのですが親睦委員会として委員みなさんの強力なサポートが期

待できるのであり、なおかつ前年度の事業を継承していけば何とかなるのかな、と内

心タカを括っていました。しかし前述のような諸先輩方のご意見を賜ってしまい、こ

りゃ相当厳しいなとすでに腰が引けています。でも今さら言い訳出来そうもないので

会員相互の親睦を図るための斬新な企画を考案できるのかどうか、覚悟をきめて頑張

るしかないと決意しました。会員皆様の笑顔のために、つくば学園ＲＣならではの独

自性ある企画を共に計画し、喜んでいただけるよう委員一同努力致しますので、絶大

なるご支援、ご理解、ご協力を心よりお願い致します。●正直イヤイヤ始めたクラブ

会報作りも、いよいよ第４コーナーを回ったのかと思うとさみしい感じがする。会報

作りを通してロータリーを勉強することができたのは、思いもよらない収穫だった。

個人的には自由にやらせていただけたことで最近は楽しみにさえ思えるようになって

いたことも事実だ。ゴールに向かってあとひと頑張り。岡本副委員長と皆様に感謝！ 

  

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. 

 


