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2008/8/7 

 ８月７日（木） 移動例会報告 

会 報 

つくば学園ロータリークラブ    

 今回の例会は8月7日（木）に移動例会として「ホテルグランド東雲」 

 で行われました。所用で例会に欠席された上野会長に代わり、東郷副会 

 長の点鐘で例会がスタートしました。「君が代」、ロータリーソング斉 

 唱では、会場内にお客様であるオペラ歌手の歌声が美しく響きわたり、 

 会員はビックリさせられました。そのあとは第２３回国民文化祭・いば 

 らき2008の参加作品として上演される創作オペラ「小町百年の恋」～ 

 筑波山愛ものがたり～ の実現にご尽力された実行委員会の足立寛作様 

 がご挨拶をされ、国内外で評判のオペラ「かぐや姫」作曲で知られる平 

 井秀明氏が、茨城県が誇る作家、佐賀純一氏の名著「筑波山愛ものが 

 たり」をもとに、国民文化祭のために書き下ろした待望の新作オペラ 

 であること、製作費が３5００万円以上かかるのに会場にオーケストラ 

 ピットが無いことで有料観客席が減ってしまうこと、オペラがこれか 

 ら注目されていく芸術分野であることなどを楽しくご紹介いただきま 

 した。チケットはすでにほぼ完売状態であるそうですが、公演パンフ 

 レットの広告掲載部分にはまだ余裕があるので、皆さまに広告掲載の 

 ご協力をい ただければありがたい、とのことでした。 

  

It is the 23rd year since 1986 TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

東郷副会長の点鐘でスタート 

実行委員会の足立寛作様 

例会冒頭の「君が代」斉唱、ロータリーソング斉唱では、いつもと違う女性の美しく歯切れのよい声が響き渡り、そのす

ばらしい声量に、いきなりド肝を抜かれ、我々もいつも以上の声を出しました。 
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 オペラ「小町百年の恋」よりのお客様紹介 

TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

茨城県出身。武蔵野音楽大学声楽科卒業。第29回茨城県新人演奏会、国際芸術 

連盟新人推薦コンサート出演。第4回東京声楽コンクールアリア部門入賞。 

第18回茨城県名手名歌手たちのオーディション合格、同演奏会出演。 

2007年12月に水戸芸術館で行われた「水戸の街に響け！300人の〈第九〉」 

にてアルトソロを務める。大峰陽子、安居史恵子の両氏に師事。 

 創作オペラ「小町百年の恋」ではお梅（侍女）役を演じる。 

武蔵野音楽大学卒業。同大学院修了在学中、ソリストとして同管弦楽団と共演

し、ヨーロッパ演奏旅行を行う。パリ・エコールノルマル音楽院に留学し、最高

演奏過程を、審査員満場一致で卒業。夏季ザルツブルグアカデミー受講。第24

回カワイ音楽コンクール銀賞。第12回日本ピアノ教育連盟オーディション入

賞。第4回大阪国際音楽コンクールエスポワール賞等入賞。これまでに坂井玲

子、永岡信幸、故ジュメーヌ・ムニエ女史の各氏に師事。 

オペラ歌手  大木 円 様（アルト） 

伴奏者 山口 瑞穂 様（ピアノ） 

オペラ歌手  佐久間 響子 様（ソプラノ） 
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オペラ「小町百年の恋」よりのお客様紹介 

TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

 茨城県つくば市出身。東京音楽大学声楽科卒業。同大学院修了。第５１期二期会 

 オペラ研修所マスタークラス終了。2004年茨城県県民コンサート出演。 2007年 

   茨城県新人演奏会出演。これまでに『ラ・ボエーム』ミミ、『夕鶴』つう、『愛  

   の妙薬』アディーナ、『ランメルモールのルチア』ルチア、『椿姫』ヴィオレッ 

 タ、『ファウスト』マルグリート、『コジ・ファン・トゥッテ』フィオルディリ  

 ージ、『イル・トロヴァトーレ』レオノーラ、『メリー・ウィドウ』クロクロ等 

 を演じる。 

 中澤桂、大川隆子、篠崎義昭、成田繪智子、吉田恭子、コンラート・リヒターの 

 各氏に師事。二期会準会員。 

  創作オペラ「小町百年の恋」では主役小町のアンダースタディ。 

 茨城県つくば市出身。神戸女学院大学音楽学部ピアノ科２年在学中。茨城県学 

 生コンクール本選出場。マンハイム大学学長マイスター氏の公開レッスン受講。 

 後進の指導や伴奏者としても活躍中。森伸子氏に師事。 

すばらしい生のアルトの歌声と、ソプラノの美しい高音、そして素敵なピアノ演奏を

プレゼントしていただきました。 

公演の大成功を心よりお祈り申し上げ東郷副会長から記念品が贈られました。 

伴奏者恒岡 朊代 様（ピアノ） 
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点鐘は東郷副会長 

 移動例会 会場から               ホテルグランド東雲 

パンフを読む塚田会員 

お食事報告。 

君ガ代、ロータリーソング斉唱 

TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

準備に追われる朋部さん 会場でお世話になったつくばシティＲＣの市川会員と篠田会員 談笑中 

綿引、井田、木村会員 ＳＡＡが読み上げ 岡添、岡本会員が聴く 姿勢を正して 

背筋を伸ばして 小堀会員がにらむ いつもより大きいな声で歌う 

高橋会員は読む お客様の鈴木様も歌う 小須田会員、岡添船長も歌う 



   奥様お誕生日 

８月 ５日 石川桂子様 

      １５日 大木真由美様 

  １５日 斉藤尚子様 

  １７日 細田昌子様 

  ３１日 篠田美津江様 

  １００％出席者 

中村義雄会員 
 

前回欠席したために、本日あらためて１００％出席者に対しての記

念品が東郷副会長より手渡されました。 

おめでとうございます。 

 ８月７日  本日のお客様紹介 

東京東江戸川ＲＣ 

  鈴木 冨士雄 様 

つくば学園ＲＡＣ会長 

    石塚 美砂 様 

2008-09 Vol. 06 TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 
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先日の例会に出席してくれた08-09年度奨学生の牧田 英 君から佐藤副幹事に報告が届きました。 

オーストラリア国立大学は残念ながら丌合格だったそうです。現在は条件付きで既に合格している 

同じオーストラリアのモナシュ大学への進学準備を進めているとのことでした。 

牧田 英 君 

国際親善奨学生だより 



  

 開催日 20年8月2日（土） 

 出席者 石塚美砂、小林一政、金雅炯、野瀬祐太、竹木伸子（出席率100％） 

 欠席者 なし 

 テーマ 「きぬ幼稚園手伝い」 

 内 容 きぬ幼稚園夏祭りの手伝い。午前は飾り付け、午後は出店の手伝い、 

     アルバムの写真撮影等 

 成功点 真夏日の暑い中にもかかわらず、楽しく活動ができたこと。 

     そして出席率が100％であったこと。  
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 ローターアクト例会だより       例会場所  きぬ幼稚園     

TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

 

  ローターアクト次回例会予告 

                  8月23・24日（土・日）まつりつくば参加                    

 篠田会員退会のあいさつ 

退会挨拶要旨 

              篠田 敏夫 会員 

 

このたび社命によりレクサスつくばを離れ、母体である㈱茨城トヨペット日立

田尻店に異動となりました。つくば学園ロータリークラブ在籍中は皆さまに 

大変お世話になり、また多くのご指導を賜り誠にありがとうございました。つくば学園ＲＣには２年間という短

い在籍期間でしたが、観桜会やロータリーの森作り、クリスマス会など数え切れないくらい楽しくまた感動の

ひと時を過ごさせていただきました。なかでも一番の財産は素晴らしき皆様と出会えた事と自負しておりま

す。毎年100％出席を目指し、微力ながらクラブに貢献できればと考えておりましたが、思いもよらぬ転勤で

クラブを離れることになり残念で心苦しい限りです。つくば市からは少し距離がありますが、日立方面にお

出かけの際はぜひ新勤務地にお立ち寄りいただければ幸甚です。 

最後に会員皆さまのご健勝とクラブの益々のご発展を心よりご祈念申し上げます。 



会員数 出席数 欠席数 内無届欠席数 出席率 出席免除 

６２名  ４７名  １５名  ２名 ８０．００％ ３名 
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 出席率報告       ８月７日（木） 

TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

 今週のニコニコＢＯＸ 

さて委員長、７日の例会の「無届欠席者数」は？ 
報告 

出席委員長  

浦里浩司 
２名！ 

本日の合計 ￥８，０００－ 

本年度累計 ￥１７９，０００－ 

篠田 敏夫 

今般 社内事情で異動ということになりました。２年間という短い期間でした

が、皆様には大変お世話になり、ありがとうございました。心より御礼申し上 

げます。 

今度は母体の拠点にて働くことになりました。今後共、よろしくお願い申し上 

げます。 

最後になりますが、学園ロータリークラブ会員の皆様のご健勝とつくば学園ロ 

ータリーの益々のご発展をお祈り申し上げます。  

木村 真人 
先週は妻とミュージカルに行ってきました。本日はロータリー例会でオペラを 

聞かせていただきました。芸術は良いものですね。 

 本日（８月２１日）のお客様ご紹介 
 

   ガバナー補佐就任ご挨拶   

                第６分区ガバナー補佐   吉田 光男 様（阿見ＲＣ） 

                ガバナー補佐セクレタリー 飯塚 久之 様（阿見ＲＣ） 



  

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    ８月 会員増強・拡大月間 

編集後記 
●連日熱戦が伝えられる北京オリンピック。今回も苦しい練習の成果を成績として出せた選手、  

  残念ながら大舞台で結果を出すことがかなわなかった選手、けがで棄権した有力選手など悲 

  喜こもごもの感動的なドラマが展開されている。人の何倍も涙もろい私は、テレビの前で感動 

   シーンに出くわすと、たちまちウルウルしてしまい子供が不思議そうな目で変にニヤニヤしなが 

   ら私の顔を覗き込むのが照れくさい。オマエ達、夏休みの宿題やらなくて大丈夫なんだろう 

   な！と、つい口に出して恥ずかしいその場をごまかすのであった。選手たちの鍛えあげられた 

  強靭そうな体をみてヨ～シ、オレも明日から頑張ってみるか、と突き出た腹をさすってみた。 

●角界も官僚も意識改革が必要だと叫ばれているが、なかなか改善される兆しは認められな 

  い。ところが私は参加することに意義がある、から勝つためにどれだけ練習してきたかへの根 

   本的な意識改革が必要なことにようやく気が付いた（私の下手なゴルフに対する話です） 

●10年来、夏といえば仕事と相場が決まっていて、なんにも行事が無いから絵日記も描けやし  

   ない、と家族から恨まれ続けてきた。この夏は私だけが自分で絵日記に描きたくなるような楽 

  しい思い出がたくさんできてとてもうれしい。 

●篠田会員が急な転勤で退会することになり大変残念に思う。入会の時期や年齢が近く、例会 

  や行事にも積極的に出席され、よき「同期」として共にＲＣ活動を楽しんでいただけに悲しい。 

●土浦の釣り具屋さんを紹介されて行ったら偶然にも廣瀬ガバナー事務所を発見してしまった。 

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. 

    

   ８月２１日（木）クラブ総会（オークラフロンティアホテルつくば） 

             ◇委員長事業計画発表 

             ◇会員増強月間に因んで 

             ◇会員誕生祝 

   ８月２８日（木）石川年度決算・監査報告（オークラフロンティアホテルつくば） 

             ◇上野年度 予算について 

             ◇ニコニコ大賞 

    

    

  １０月 ２日（木）ガバナー公式訪問 

 


