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2008/8/28 

 ８月２８日（木） クラブ総会例会報告 

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. 

 石川年度決算報告および上野年度予算案 

 親睦活動委員会 

石川年度の決算承認に続き、斎藤幹事か

ら  08-09上野年度の事業予算案について

発表がありました。今回の予算配分に特

筆すべき大きな変更点はありませんので

基本的に事業継続型予算案と言うことができると思います。いずれにせ

よ厳しい予算配分の中で、最大限の奉仕活動を行っていく為には会員一

人ひとりがボランティアスピリットの炎をたぎらせることが重要です。

それにはまず、会員相互が好意と友情を深めていくための楽しく有意義

な例会を築き上げるよう協力していくことが一番身近でありながら実は

大変重要なことのように思えてきます。 

本日の例会は、クラブ総会として開催されました。上野会長点鐘のあと、 

07-08石川年度の会計監査報告が増山 弘 委員長からありました。 

この１年間の収入の部、支出の部についてそれぞれ細目の報告があり、大

切なクラブ運営資金は正しく運用され、我々の奉仕活動にきちんと役立て

られていることが確認され、かつ適正な会計処理ができているとの監査報

告でした。この監査報告を受け、 07-08石川年度の会計決算について、全

会員からの大きな拍手により承認されました。ありがとうございました。 

さらに先週の例会から引き続いての各委員長による  08-09上野年度の事業

計画発表が行われました。 

 委員長事業計画発表④ 

増山 弘 会計担当理事 

齊藤 修一 幹事 

事業計画 

 クラブ運営、奉仕活動の基本は会員相互の理解と協力であり、親睦   

 活動は、そのつなぎ役として重要と考えます。会員の親睦を深める 

 為、多くの会員が参加したくなる事業を企画し、運営していきたい 

 と思います。 
  親睦活動委員会 

       小城 豊 委員長 
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TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

 委員長事業計画発表⑤ 

 人間尊重・環境保全委員会 

  

 事業計画 
  ①愛児園の子供たちとの交流会への参加 

  ②特別養護老人施設との交流 

  ③ローターアクトとの合同でのつくば市内清掃奉仕活動 

  ④ロータリーの森創り事業のための樹木の植栽と清掃への参加 

  ⑤その他 

   人間尊重・環境保全委員会 

     田上 憲一 委員長 

 プログラム委員会 

  

 事業計画 
  ①会員各位の職業、職域における話題を卓話で紹介する 

  ②現状において話題になっている社会事情や最新情報などを中心 

   に、それぞれの分野における外部卓話の講師を招聘する 

  ③会員の例会出席率向上が期待できる内容のプログラムを導入す 

   る 

  ④プログラムの内容を順次決定し、会員へ周知する 

  ⑤会員相互の交流と懇親を図れる例会を企画する 
プログラム委員会 

     大友 浩嗣 委員長 

 会場監督 

 

 事業計画 
  ①例会の円滑な運営を図るため、会長・幹事・各委員会との連 

   絡、情報交換を密にし、意義ある例会になるよう努力する。 

  ②クラブ来訪者・御来賓・招待者に失礼がないよう、会場の規 

   律と時間配分に注意し、節度ある例会になるようリードする。 

  ③奉仕活動資金としてのニコニコボックスの重要性を全会員に 

   徹底し、１人あたりの目標３万円を必達するようにＰＲする。 

   また、ユーモア大賞もできるだけ大勢の会員に渡るよう選定 

   する。 

会場監督  皆葉 真治 委員長 

プログラムの中で招待卓話には、後

半にまだ若干の余裕を残してありま

すので、皆様のご協力をよろしくお

願い致します。 
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TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

 委員長事業計画発表⑥ 

 クラブ会報委員会 

 事業計画 
  会員や関係クラブ相互のコミュニケーションを深めることに役立 

  てるようクラブの行事や活動を記録して、会報発行とホ－ムペー 

  ジ更新を目指します。 

   

  ①会 報  

    例会や行事等の活動情報を会員や関係各位へ配布します 

    （１）各委員会や同好会の活動状況等の案内と報告 

    （２）地区関連情報や会員の趣味趣向の紹介 

 

    方法  Ａ．印刷による配布（主に例会場での配布） 

        Ｂ，電子メールによる伝達配布 

        Ｃ．ホームページ上での閲覧配布（過去分も含む）  

 

  ②ホームページ 

    会員および関係各位に一般を含めた方々へ各種情報を提供 

    します。 

    （１）クラブ紹介情報 

    （２）会報情報 

    （３）行事予定情報     

クラブ会報委員会 

     安藤 栄敏 委員長 

 

  新入会員紹介 

紹介者 大里 喜彦 会員 

大堀 健二 新入会員 上野会長よりＲＣ徽章授与 ＲＣ入会記念品を贈呈 

新入会員  大堀 健二さん 
 

今回、大里喜彦会員より紹介をいただいた大堀健二さんの入会が理事会より承認

されました。大里会員のあいさつの後、大堀新会員が紹介されました。詳細につ

いては後日となりますが、現在は、大堀メンテナンス株式会社 代表取締役を務

めておられ、1960年生まれである、とのことです。大堀新会員には、上野会長よ

りＲＣ徽章が授与され、入会記念品が贈呈されました。つくば学園ロータリーク

ラブへようこそ。これからよろしくお願いします。 

皆様からのご協力をいただかな

いと楽しい内容の会報になりま

せん。同好会の活動状況や趣味

の写真を記事としてご提供いた

だけると大変助かります。よろ

しくお願いします 



 

 

 

 

 

国際ロータリー第2650地区 
2008～2009年度ガバナー 

 

              川 端
か わ ば た

 五兵衞
ご へ え

氏（近江八幡ロータリークラブ会員）  
           

                            

 友好クラブご紹介   京都山城ロータリークラブ 
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特集 
       夏も盛りを過ぎ九月となり、稲刈りの時期を迎えようとしています。楽しかった夏の思い出を振

り返っているうちに、秋になったら京都や奈良あたりにでも行ってみたいな、そうだ京都へ行こう（ＪＲ東海）と思

い何気なく京都山城ロータリークラブ様のホームページを閲覧しました。そのホームページの中にクラブのバナー

についての説明が掲載されていました。いずれ私たちの友好クラブである京都山城ロータリークラブ様についての

詳しい紹介記事や写真なども会報に載せてみたい、と思っていたところでしたので、今回さっそくバナーについて

説明を引用させていただくことにしました。当クラブには、もうすでにご存知の会員もいることでしょうが、まだ

知らない会員のためにも、改めて京都山城ロータリークラブ様のバナーについて勉強させていただきましょう。 

R.I.第2650地区概要について 

 

国際ロータリー2650地区は、京都、奈良、福井、滋賀、４県にある96クラブ、総会員5,150名で構成され

ています。（2007年4月末）いずれも歴史的に、古い都のあった伝統のある地域や、遠い昔、中国と交流

のあった日本海側の地域という、我国でも大変興味深い歴史と伝統を誇っています。又、我国最大の湖、

琵琶湖を有し、地球環境問題にも積極的に貢献しています。 

 

 

 

 京都山城ロータリークラブ様の所属する第2650地区は、４県にまたがる広いエリアを擁しています。地区内 

 ９６クラブのうち、京都府内だけで４２のロータリークラブがあります。つまり半分近くのクラブ数が京都 

 府内にあり、そのうちクラブ名に「京都」が付くクラブを数えてみたら３０もありました。当クラブの所属 

 する第2820地区は、現在５９クラブがあり総会員2,312名です。第１～第８分区に分けられておりそれぞれ 

 ７・９・７・５・７・10・８・６のクラブがあります。（なんか私のゴルフスコアのようですけど。悲：安藤会報委員） 

 第2820地区内は。当地区には大きな霞ヶ浦があります。確か琵琶湖に次いで日本で２番目の大きさでしたよ 

 ね。そう考えると湖水の水質問題や周辺の環境問題などを含んだ共通する問題点もありそうな気がします。 

 そこで第2650地区の概要を地区のホームページから引用し、皆様にご紹介させていただきます。 

ＲＩ第2650地区テーマロゴ 

2650地区ＨＰより抜粋 
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 バナーに寄せて 

 私たちの心にはためくバナーがシンボライズするもの。それは伝統と革新の 

カレントを木津川にたくしてイメージしたものです。 

当ロータリーの位置するところ、北に京都の都、单に奈良の都、東には笠置山

系、西に生駒山系を配し、万葉集にも歌われる日本の心の故郷といえましょう。 

 “瓶原（みかのはら）湧きて流るる泉川”この泉川イコール木津川なのです。 

恭仁京、浄瑠璃寺、蟹満寺、井手の玉川などの名所旧跡に宇治茶、壁紙を始めと

する伝統産業、あるいは山紫水明の立地を生かしたゴルフ場、フラワ－センター

と共存して、関西文化学術研究都市の存在が目立ちます。ATR（国際電気基礎技

術研究所）、国際高等研究所、ハイタッチリサーチパークなどの活力ある革新未

来都市の建設は急ピッチです。 

このバナーは木津川の清流を中心に浄瑠璃寺の国宝三重塔と２１世紀を拓く文化

学術研究都市を配したものです。 

会長方針 

                       会 長 徳山 淳一 

私達がかって予想をもしえなかった矛盾や問題が様々な形で表面化している現代社会において、ロータリー活

動とはいったい何なのでしょうか。私は、人間の良識と責任においてやらなければならないことを共通理念と

して、実践していこうとする所にあると考えます。また礼節を重んじて正義と勇気を持ち、卑劣を恥じて正直

に生きることの筋 を通うす人が真のロータリアンであり、それらを多くの人々に知らしめ共に行動するこ

とがロータリー活動だと思います。ＲＩ会長李東建氏は、助けることは得意分野であるロータリアンであれ

ば、安全で幸せな子供時代、健康が損なわれることなく続く子供時代、その頃の彼らの夢をかたちにしてやる

ことが出来ると述べられました。また、2650地区ガバナー 川端五平衛氏は、地域社会から世界に至る幅広い活

動を可能とするロータリーこそ世界の子供達、次の世代がときめきを覚えることの出来る社会環境を創りだす

最強の軍団であることを確信すると説かれました。私はRIテーマ「夢をかたちに」、第2650地区テーマ「次の

世代にときめきを」 をもとに、私たちの住む地域社会におけるニーズに応える教育的・人道的及び職業関係

の奉仕プロジェクトを実施し、成功させたく次の目標を掲げました。何卒、この目るため会員皆様の絶大なる

ご指導とご協力を心からお願申し上げます。 

 友好クラブご紹介   京都山城ロータリークラブ 
特集 

          

       京都山城ロータリークラブ重点目標 

 

（１）ロータリーライフを会員・会員家族と共に楽しめるクラブ作りに努める。 

（２）会員増強と退会防止に努めクラブの発展につなげる。 

（３）地域社会のニーズにあった奉仕活動を実施する。 

京都山城ロータリークラブＨＰより抜粋 
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 国際親善奨学生便り 

先日の例会に出席してくれた08-09年度奨学生の和田 龍太 君から下村委員長に報告が届きました。 

下村正様 

お世話になっております。国際親善奨学生の和田龍太です。 

おかげさまで先々日に、米国ワシントンDCに無事到着致しました（唯一困ったこ

とは、行きの飛行機の機内食で、「きつねラーメン」という凄まじいカップラーメ

ンがでてきたことだけでしょうか・・・苦笑）。 

空港から仮のアパート（２週間だけ滞在します）まで、ホストカウンセラーの 

Jennifer Haraさんに車でお送り下さり、Haraさんには本当に感謝しておりま

す。 

尚、早速昨日には、ワシントンDCロータリークラブの会合に参加させて頂き、 

フラッグの交換を致しました（帰国時に、必ず持ち帰ってきます！）。 

１１時間という時差による「時差ぼけ」が残り、初めての事ばかりで戸惑うことは 

非常に数多いですが、楽しみながら米国での生活に尐しずつ慣れていきたいと 

思います。 

取り急ぎ、御礼とご報告にて失礼致します。またご連絡差し上げます。 

和田龍太 

和田 龍太 君 

  ガバナー公式訪問に向けて再復習 

国際ロータリー 

第2820地区 

 2008-09年度 

 廣瀬昭雄ガバナー 

      

   地区目標 

  

 ①会員増強          １クラブ１名以上の純増 

 ②財団支援・年次寄付     一人あたり１３０ドル以上の寄付 

 ③ＲＩ会長賞         率先して挑戦しよう 

 ④奉仕プロジェクト      １クラブ「１プロジェクト」の継続と完遂 

 ⑤世界社会奉仕（ＷＣＳ）   プロジェクトの推進 

 ⑥クラブリーダーシッププラン 推進 

 ⑦Ｇ．Ｓ．Ｅ         Ｄ１８８０地区（ドイツ） 

 ⑧ＩＭ            職業奉仕（ロータリアンの職業宣言） 

                ロータリー財団（体験談・交換留学・ＧＳＥ

等） 

 ⑨世界大会          第１００回バーミンガム大会へ参加 

 ⑩米山奨学          一人あたり２万円以上の寄付 

     

  

     ＲＩテーマ 「夢をかたちに」 

 

     強調事項  「水保全」「保健と飢餓救済」「識字率向上」 

クラブ会報７号にも掲載しましたが、10月２日（木）の廣瀬ガバナー公式訪問までの間は、誌面の許す限り第

2820地区の地区目標を掲載し、当クラブ会員に向けて廣瀬ガバナーが地区目標として掲げる内容の周知を図り

たいと思います。繰り返しで大変恐縮ですが趣旨をご理解いただければ幸甚です。 



  

 開催日 20年8月23・24日（土・日） 

  

 出席者 石塚美砂、小林一政、金雅炯（出席率60％） 

 欠席者 野瀬祐太、竹木伸子 

  

 テーマ 「まつりつくば参加」 

  

 内 容 まつりつくばへの参加。 

     大道芸人のアテンド（マネージャー）。 

     まつりつくば終了時の清掃活動やあと片づけ。 

  

 成功点 大道芸人さんのアテンドという貴重な経験をしたこと。 

  

 改善点 暇になる時間が多かったので、暇になる時間を無くしたい。 

  

 ゲスト 提唱ＲＣ  皆葉真治様 

     土浦ＲＡＣ 飯野徳仁様 

     真壁ＲＡＣ 今井様 

  

 ＲＣ総評 本年は昨年までとは違った形式で参加いただきましてありがとうございました。 

      いつもながら元気のよい石塚会長のあいさつが会場に飛び交い、運営委員のメンバーにも大変好評で 

      した。金さん、小林君もアーティスト（芸人さん）のアテンドを勤めていただき、ありがとうござい 

      ました。おかげさまで「お客様に優しいお祭り」ができたと思います。来年もぜひご参加ください。 

      ありがとうございました。 
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 ローターアクト例会だより       例会場所  まつりつくばアートタウン     

TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

    ローターアクト次回例会予告 

           ９月３日（水） 豊里公民館 ２階小会議室 

                   「ボランティアについて」  

           ９月７日（日） アクトの日                   

  ここで斎藤幹事からひとこと 

   

   ●例会時の食事予算は お一人あたり ２０００円です。 

   せっかくの食費を無駄にしない為にも例会には是非出席しましょう！ 

 

注目！ 
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     クラブ総会 会場から                

腕組みをする斎藤幹事 

お食事報告 

真剣なまなざしで考え込む 

TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

クチビルを噛んだり みんなの視線は確かにスクリーンへ 頬杖をつきながらも 

口をむすび ヒネリをくわえながら 脚を組みながらも 腕を組み、うつむいて 

それぞれが自然体で 真剣にみつめる 資料はカバンにきちんとしまい 

食い入るように 話を聞いて下さった 皆さん、ありがとう！ 

スクリーンに見入る 

振り向いたり 

熱いまなざしで 



会員数 出席数 欠席数 内無届欠席数 出席率 出席免除 

６２名  ４２名  ２０名  ０名 ７２．５８％ ３名 
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 出席率報告       ８月２８日（木） 

TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

 今週のニコニコＢＯＸ 

報告 

出席委員長  

浦里浩司 

本日の合計 ￥１５，０００－ 

本年度累計 ￥２４４，０００－ 

塚田 陽威  “入会祝！”大堀会員ようこそ当クラブへ。ロータリーを楽しんで下さい。 

増田 忠則 
  大堀会員入会おめでとうございます。お陰様で北の方も尐し賑やかになり 

  楽しみです。よろしくお願いします。 

よろしい！ 

 「無届欠席数」 

  ゼロでした！ 

皆葉 真治 
  大堀会員 よろしくお願いします。  先日のまつりつくば、大道芸フェ 

  スティバル大成功でした。ありがとうございました。 

 ８月のニコニコ大賞   

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。  

塚田ＳＡＡよりお待ちかね、８月のニコニコ大賞が発表され

ました。今回は、大変残念ながら勤務先の異動で転勤となり

退会することになった篠田敏夫元会員が受賞となりました。

ニコニコ大賞の記念品は、大野直前幹事から篠田元会員に手

渡されました。おめでとうございます。 

篠田会員が受賞したニコニコの文面 

 

今週のニコニコＢＯＸは、ＳＡＡ３名で 

独占という結果になりました。 

皆様のこの夏の思い出や会報へのご意見

など、ニコニコで読んでみたいなあ。 



編集後記                    （クラブ会報委員：安藤） 

●先日の例会場で、増山前会長からこの会報についてのご意見を頂戴しまし 

 た。すごくうれしかったです。「読んでて楽しいネ」「ボリュームもあっ 

 て毎回大変だネ」「でも文字が小さくて読みにくいんだよネ」とのことで 

 したので、さっそく今回から尐しだけ文字を大きくしてみました。考えて 

 みれば新聞でもデカ文字になって読み易さをアピールするご時世ですから 

 会報も大きい文字で読みやすい方がいいに決まってます。大野直前幹事と 

 大友プログラム委員長からは「自分が会報のどこに出ているのか探すよ」 

 「出ていないと嫌われたのかなと思う」という内容のコメントがありまし 

 た。公平を旨と努めていますから御心配いりません。貴重なご意見をあり 

 がとうございました。で、今回の会報は多尐でも読み易くなりましたか？ 

●クラブ会報を作っているうちに、ロータリアンの３大義務が①会費の納入 

 ②例会出席③ロータリー雑誌の購読であることを今さらながら知った。 

 今年も仕事の都合さえつけば、３年連続となるライラセミナーに参加した 

 いと思うが、こんな私がロータリアンとして参加していかがなものか。そ 

 れまでにもう尐し勉強しておかにゃあイカンな、と思っております。 

  

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    9月 新世代のための月間 

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. 

    

   ９月１１日（木）通常例会      （オークラフロンティアホテルつくば） 

             ◇新入会員卓話   大木康毅会員 

             ◇会員誕生祝 

   ９月１８日（木）ガバナー補佐公式訪問（オークラフロンティアホテルつくば） 

             ◇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） 

   ９月２５日（木）招待卓話      （オークラフロンティアホテルつくば） 

             ◇筑波駅管理所長   小野寺政文氏 

  １０月 ２日（木）ガバナー公式訪問 国際ロータリー第2820地区 廣瀬昭雄ガバナー 

             ※各委員長・入会3年未満の会員は義務出席です。 

 


