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2009/6/4 

 ６月４日（木） 上野年度６月例会報告 

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 

６月４日（木）の例会は、いよいよ08-09年度も残り１か月という

ことで上野年度最後の会長挨拶から始まりました。 

 

ご挨拶 

この１年間というものは、振り返ればあっという間だったように感

じます。会員皆様からのご協力をいただきましたことで、無事に乗

り切ることができたと思っております。ありがとうございました。 

さて来週の１１日に行われます例会時に、我々の念願だったつくば

学園ロータリー基金で購入したＡＥＤの設置を行います。１台目は

駅前交差点にある交番、２台目はイーアスつくばショッピングセン

ター２階に設置する運びとなりました。もう１台はクラブの所有と 

して、各種のイベント時に持ち歩く方針です。これにあわせて筑波大学芸術学群の黒木君にデザインをお願

いして製作していたＡＥＤ用のステッカー２種類も出来上がりました。つくばエキスプレス沿線各駅や銀行

など、人が行きかうところに設置が進んでいるはずのＡＥＤですが、この場所にＡＥＤがある、ということ

が認識でき、さらにこれが実際に活用されなければ意味がありません。 

このオリジナルステッカーを活用して、ＡＥＤ設置場所が、さらに誰にもわかり易く明示できるよう有効に 

役立てていただけるよう、会員皆様にもご協力をいただけるようお願い致します。 

 この場所にＡＥＤがある、ということが「誰にでもわかる」ことが重要で、我々つくば学園ロータリーク

ラブがＡＥＤを購入したことが大事なのではありません。ですからクラブの名前は極力控え目に入れて、あ

まり目立たず、さりげない感じで貼ってもらうことに重きをおいたデザインになっています。 

 できれば２種類を１セットとして考えていただきたいと思っています。能の「お面」の美学と同じで、た

とえ見えなくとも、たとえ見えない所であっても、我々つくば学園ロータリークラブの「奉仕の美学」は

しっかりとこの地域社会に存在し続けるわけです。ぜひともご理解をいただきたいと願っております。 

  

 また、本日の理事会において退会希望者からの申請を承認することになりました。クラブ内に残る我々に

とっては大変にさびしい出来事だと思いますが、「粋」（いき）という考えの中には、あきらめという境地

があります。あきらめる、去る、送る、そのいずれにも、それぞれの「美しさ」というものがあります。 

日本という風土や文化の中に根付くロータリークラブには、我々日本人ならではのオリジナルな精神が息づ

いていると思います。去る、離れる、という美しさに対して、我々も「送る」「あきらめる」という美学で 

応じる境地が必要ではないかと感じています。 

 勝手きままにやらせていただいた１年でしたが、皆様本当にありがとうございました。 

次期東郷年度もどうぞよろしくお願い申し上げます。             （談：要旨抜粋 安藤） 
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  幹事報告                齊藤 修一 幹事         

TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

○職業分類の変更 

  皆葉 真治会員 は（旧）クレーン販売から（新）自動車整備業 

  に職業分類が変更になり、承認されました。 

 

○３クラブ合同例会の余剰金 

  29,850円の余剰金が発生しました。 

  この余剰金はニコニコＢＯＸに全額寄付することになりました。 

 

○６月１２日（金）に新入会員向け研修セミナーを行います。 

  主催は会員増強委員会とロータリー情報委員会です。 

  会場はホテルグランド東雲で会費は5,000円です。 

 

○６月１３日（土）ＲＡＣ地区協議会 

  古河市 とね みどり館において午前９時～午後３時の予定。 

 

○７月９日（木）会長・幹事慰労会 

  ロイネットホテルつくば内フレンチレストラン 

       「ブラッセリー・デュプラ」にて １９時より 

 

  まだオープン前のホテルにあるレストランで特別に開催します。 

  洞爺湖サミットが開催された「ウインザーホテル洞爺」の 

  副料理長がシェフとして赴任されるフレンチ大皿料理とワイン 

  のレストランとお聴きしております。 

 

○皆さんお気づきでしょうか？ 

  例会場の正面に掲げてある看板と、バナー立て、たすき類を 

  一新させていただきました。 

  幹事報告                佐藤 裕光 副幹事         

○本日の理事会で来年度の予算案は承認されたのですが、新たに退会 

 者が承認されたとのことで、今後は若干ですが、金額に変更が出ま 

 す。 

 

○ＲＡＣへの予算を新年度は４０万円としました。  

 内容の精査が必要になると思われますのでお願いします。 

 

○７月１８日（土）納涼会＆国際交流パーティをゆかりの森で開催し 

 ます。たくさんの方の協力と出席をお願いいたします。 

 

○第１０回日韓会議が９月４・５日にソウルで開催されます。 

 登録料はクラブが負担しますが、その他は全額個人負担ということ 

 でお願いします。 
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  事業報告                職業奉仕委員会    

TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

 

今年度は年２回の職場訪問を計画しました。 

 

第１回目 １０月２３日にオープン前のイーアスつくばショッピング 

     センターを見学し、お食事もさせていただきました。 

     地域に根付く大型ＳＣのオープン前に、高柳支配人を始め 

     とするスタッフの皆様の御好意で意義ある見学会になりま 

     した。 

 

第２回目 ４月１６日にサイバーダインスタジオを見学しました。 

     サイバーダイン社の開発したロボットスーツに、近い将来 

     の実用化と限りない可能性を身近に感じることができまし 

     た。 

 

以上、個人的には大変満足のゆく企画をした１年であったと自負して

おります。ご協力ありがとうございました。 

  事業報告                国際奉仕委員会    

 

今年度の国際奉仕委員会の活動は無事終了することができました。 

ゆかりの森で行った国際交流＆納涼パーティには、ＪＩＣＡの研修生

をはじめ多くの方々にご参加いただきました。 

小城親睦委員長の協力もいただきまして、大盛況でした。 

また、ＧＳＥの受け入れ事業では会員皆様のご協力をいただきまして 

ありがとうございました。 

国際奉仕委員会 

  稲葉 浩吉 委員長 

職業奉仕委員会 

  菅原 俊 委員長 
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      ６月４日（木）  例会会場から                       

TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 
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      ６月４日（木）  例会会場から                       

TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

  ニコニコ大賞    ６月４日（木）                         

 

 今月のニコニコ大賞は４名が受賞致しました。 

  

        岡添 会員 

        稲葉 会員 

        川崎 会員 

        中村 会員 

ニコニコの発表です。 看板が新装されました。 ＡＥＤのステッカー 

柴原会員を集中的に撮りました。 菅原職業奉仕委員長の発表 

国旗スタンドも更新されました 

美味しかったお食事報告 
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 今週のニコニコＢＯＸ   ６月４日分 

佐藤 裕光 
 上野会長・斎藤幹事、まだ１月ありますがご苦労様です。 

 次年度ご指導よろしくお願いします。 

増田 忠則 
 ６月２～６日、イタリア週間にちなんで「ふれあいプラザ」で各種のイベン 

 トを行っております。幸いＮＨＫのニュースをはじめ、各紙（サンケー、常 

 陽、茨城）に報道され、大盛況です。ありがとうございました。 

 

増山 弘 

    

 入会して随分たったと思っていましたが、まだ新人研修会のメンバーでし 

 た。嬉しいような・・・何となく複雑な気持ちです。でも６/１２が楽しみ 

 です。 

 

  同好会活動報告            ワイン同好会                       

  同好会活動報告            麻雀同好会                       

ワイン同好会は今年度２回開催致しました。１回目はフォーミール、 

２回目はインカローズで行い、毎回１０～１５名程度の参加者がお集ま

り下さいました。ソムリエとして「たまがわ酒店」のシニア・ワイン・

アドバイザー 植田真未さんが私たちの為に、毎回ワインをセレクトし

て下さっておりますが、手弁当なのでいつも恐縮しておりますが、また

同時に大変感謝しております。 

いつまでも甘えてばかりはいられませんから、次年度からは尐しばかり

ですがお礼もできるように考えていきたいと思っております。 

今後も楽しく、おいしく活動して行きます。 

ワイン同好会 

       石川会長 

麻雀同好会・ボウリング同好会 

         塚原会長代理 

麻雀同好会としての活動は、今年度は後半にまとめて開催しました。 

３年くらい前までは月１回活動し、年間チャンピオンを決めるくらい 

盛んに活動していましたが、最近は次第に下火になっております。 

またボウリングのほうも、ここ１～２年は分区の大会前にあわてて練

習を兼ねて集まるくらいでした。 

次年度はもう尐し計画的、定期的、活発な動きにして、活動補助費を

いただけるような実績も残せるよう、さらに頑張っていきたいと思っ

ております。 
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 今週のニコニコＢＯＸ   ６月４日分 

安藤 栄敏 
 本日、念願の無届欠席「ゼロ」という情報を入手致しました。クラブ会報委 

 員として会報に掲載を続けてほぼ１年。記憶の限りでは、これで２～３度目 

 の「ゼロ」だと思います。浦里委員長、良かったですね！ 

稲葉 浩吉    
 国際奉仕委員長の上野年度の企画は、予定通り全て終了しました。 

 ご協力ありがとうございました。 

大友 浩嗣 
 今日の理事会で、本年度のプログラム委員としての任務が終了致しました。 

 上野会長、斎藤幹事をはじめ、高橋副委員長の協力を頂き、一年間のプログ 

 ラムを進めることができました。改めて会員皆様に感謝いたします。 

小城 豊 

 7月9日会長幹事慰労会「ロイネットホテル ブラッセリデュプラ」に決定！ 

 オープン前にもかかわらず、大友支店長のお陰様で開催できる事となりまし 

 た。ありがとうございました。たくさんの皆様のご参加をお待ちしておりま 

 す。 

東郷 治久  本日、東郷年度次年度理事会を開きました。いよいよです！ 

 

本日の合計 ￥５１，２６０－ 

本年度累計 ￥１，２７２，２６０－ 

会員数 出席数 欠席数 内無届欠席数 出席率 出席免除 

６５名  ４３名  ２１名  ０名 ７０．７６％ ３名 

報告 

出席委員  

浦里浩司 

 「無届欠席数」 

  ０名でした！ 
よかった！ 

 出席率報告       ６月４日（木） 



       

       

    ６月１１日（木） 例  会 （オークラフロンティアホテルつくば） 

               ◇各委員会 事業報告発表 第１・第２クラブ奉仕 

               ◇奥様誕生・結婚祝い 

    ６月１８日（木） 例  会 （オークラフロンティアホテルつくば） 

               ◇各委員長 事業報告発表  ◇会員誕生祝い 

    ６月２５日（木） 定時総会 （オークラフロンティアホテルつくば） 

               ◇会長・幹事退任挨拶  ◇クラブ総会 

               ◇６月ニコニコ大賞 

                            

  

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     ６月 ロータリー親睦活動月間   

  友好クラブ 

    京都山城ロータリークラブ 

   （第2650地区） 

TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

 

編集後記                   （クラブ会報委員長：安藤） 

●自分でも信じられないのですが、ただいま６月１１日（木）の朝８：００です。 

 クラブ会報作りは毎週のことなのだから、もっと前もって計画的に進めればよさそ 

 うなものですが、今週はホント時間が無かったもので、いま必死に頑張ってます！ 

 今日の例会に間に合うのかなぁ？ 他の委員会は続々と今年度の任務を終了したと 

 いう報告ができるのに、クラブ会報委員会は・・・まだしばらくはあるナァ。ハァ 

●「ロータリーの未来はあなたの手の中に」というのが09-10ＲＩのテーマとのこと 

 です。このような新テーマを知ることでも、ロータリー年度が切り替わることを実 

 感させられます。来週号では次年度ＲＩテーマについていろいろ調べてみようと思 

 います。（ただし時間的、紙面的、体力的に余裕があれば、ということで・・・） 

●バン・クライバーンピアノコンクールで日本人初の優勝を成し遂げたのは盲目のピ 

 アニスト辻井伸行さん。２０歳。聴く人が感動するような演奏を目標としている、 

 両親に感謝しているとコメント。もしあなたの目が見えるようになったら何を見た 

 いですか？という質問に彼は「両親の顔が見たい」と答えていました。立派だ。 

 一方では、親の顔が見てみたい、などと言われるような子育てにならないよう、気 

 持ちを引き締めねばならない私がいる。 

●関東地方も梅雨入りのようですね。関西では降水量が丌足しているようです。 


