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つくば学園ロータリークラブ
TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I.

１２月３日 （木）
１２月１０日（木）

It is the 24th year since 1986

第一例会報告
例会報告

１ ２ 月 ３ 日 東 郷 会 長 挨 拶

１２月３日は第一例会で、東郷会長挨拶、次年度役員理事
の発表、奥様誕生・結婚祝の贈呈が行われました。
１２月１０日は東郷会長が欠席されたため、川崎副会長の
点鐘で例会が開催されました。ゲスト参加されていたフレッ
ク・イボワ氏が帰国されるとのことで挨拶をいただくととも
に、記念品の贈呈を行いました。
ローターアクトから小林一政会長と2011－12年度ローター
アクト地区代表に立候補された石塚美沙さんをゲストに迎
え、石塚さんより地区代表立候補にあたっての決意表明およ
び協力要請をいただきました（全文掲載）。
職業奉仕に関する卓話ということで、齊藤修一会員より
ホームページ利用方法に関して発表が行われました。

◆理事会・幹事報告（12/３）
・ロータリー森創り、つくばマラソン決算報告
・１月プログラム、識字率向上、クリスマスパーティの件
・中学生と語る会 ２月９日（火）
・国際ロータリー年次大会 モントリオール大会 6/19～２３
・ロータリー地区大会 4月10日～11日 土浦市民会館
・ローターアクト地区代表（石塚さん代表予定）

◆幹事報告（12/10）
１２月１０日川崎副会長点鐘

・麻薬撲滅基金 １７００万（うち当ＲＣ１万２３２１円）。
・米山記念奨学会功労クラブについては後日表彰あります。
・つくば市賀詞交換会１／６開催。

◇次年度役員および理事について
会長
川崎庄一
会長エレクト 下村正
副会長 綿引信之
幹事 皆葉真治
副幹事 小城豊
ＳＡＡ 中山正巳
会計 大山敬次
職業奉仕 増山栄
社会奉仕齊藤修一
国際奉仕 飯田正行
直前会長 東郷治久
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東郷会長東京ＲＣメイク時スナップ

12月３日例会スナップ
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１２月１０日 会員卓話 齋藤修一会員
◆つくば学園ＲＣホームページアクセス方法について
・スケジュールや会報について、毎回更新されているので利用方法
を知っていただいて有効に活用してください。
・会員専用ページについて、パスワード・ＩＤを会員限定でお知ら
せします。お尋ねください。
・携帯電話からもアクセス（ＱＲコード活用）できます。

塚原職業奉仕委員長より紹介
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来年１月に本国へ帰国されるとのことで、最
後に一言いただきました。
ドイツと日本の違いについて、全員で握手を
すること、半年に一回はメンバーの自宅で何
人か集まってゆっくり話す機会を設けている
そうです。
短い間でしたがありがとうございました。

１２月度 会員・奥様誕生祝、結婚祝
会

員

誕

生

祝

奥

様

誕

生

祝

結
６日
６日
１２日
１５日
１８日

婚

祝

野堀喜作 敏子様
宮本学 恵美子様
大木康毅 真由美様
宮川健治 麗子様
大野治夫 佐多子様

２５日 磯山正蔵 とし子様
１５日
２１日

鈴木
齊藤

敏雄会員
修一会員

１５日
１７日
２０日
２２日

塚田千恵子様
山田公子様
大友紀子様
田上幸子様
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１２月１０日例会スナップ

ロータリーソング斉唱

大堀親睦副委員長より紹介

石塚さんの涙ながらの演説に聞き入るメンバー！！

楽しいひとときを・・・

今日の食事はいかがですか？

アクト小林会長、石塚氏とともに。『がんばれ』の励ましが。

打ち合わせにも熱が入ります

アクトメンバーと語る佐藤幹事

フレックさん又お会いしましょう

イボワさんを囲んで

何の相談でしょうかね？
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今日のお食事
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つくば学園ローターアクト 石塚美沙 檄文
わたしの大学生活はローターアクト一色でした。大学２年生のときに出会
い
ました。アクトメンバーに出会ったのも、ロータリアンの皆様に出会ったのも、20062007年度の２月でした。その頃は社会人の人たちとの出会いが新鮮で、少しずつロー
ターアクトを理解できて来て、とても楽しかったのを覚えています。
2007-2008年度ではクラブの幹事を仰せつかりました。会長が野瀬さんでしたね。こ
の時から会長は学生がやるというのがつくば学園ＲＡＣの新しい風習となりました。幹
事の仕事に四苦八苦しながら、楽しく活動させてもらえました。次の年度は石塚に会長
を任せたい。そう尊敬している野瀬会長から言われたことが嬉しくも、不安で、それで
もがんばろうときめた矢先、年度の最後に思いもよらないことが起こりました。それは
ロータリーからの厳しい一言でした。アクトを潰そう。私はこの年のことを忘れはしな
いと思います。前年度に問題が起こっていたこと、メンバーの減少、地区代表を何度も
パスしていたこと、このときにボランティア活動、奉仕活動にある程度の義務が発生していることを知りました。このことすら
知らなかった私は、何が起こっているのかも分かりませんでした。
潰したくない。けどどうしていいか分からない。そんな私は年度末の理事会例会で「地区代表がいないなら、自分がやってや
る。メンバーだって１０人に増やしてやる」とおお泣きをして言ったことがありました。
自分のクラブがつぶれるなんてあまりにも寂しくて、きっとその頃からアクトが大好きだったんだと思います。
そしてロータリーの方々から続けていいという言葉を頂いた時は嬉しくて涙がまたこぼれたのを覚えています。
会長として、2008-2009年度初めのＲＣの例会にお邪魔した時に、下村さんがニコニコボックスで「がんばれ石塚」と書いてく
ださったことは一生忘れません。そしてそのとき想像していたよりもロータリーの皆さんが温かく応援してくださったこと、が
んばれよと声をかけてくださったこと、本当に会長をやってよかったと思える時間でした。
それから１年間理事会例会が多かった当クラブの例会内容を充実させたり、新しく新つくばホームとの交流会をやったり、秋
田さんの塗装例会を企画したり、リサイクルマーケットに出店したりと、いろいろなことをやってきたと思います。しかし思っ
たよりも増えないメンバー、ネタ切れの例会内容、中途半端な運営…本当に１日たりともアクトを考えない日がありませんでし
た。
気付けば地区の幹事を任せられるようにもなりました。そしていつの間にか年度末でした。早くも、とても長くつらかった１
年が終わりました。気付いてみたら、真壁の山崎さんが立候補で2010-2011年度の代表に選ばれ、代表選出の危機を運よく回避
することもでき、何よりもびっくりしたのが、５名だったメンバーが８名まで増えていました。
そして2009-2010年度初め。つくば学園ＲＡＣでは小林年度です。メンバーが10名になっていました。成せば成るが私の座右
の銘でしたが、努力はあとから必ず付いてくるものでした。自分で誓った言葉がまさか本当になるとは思いもよらないことでし
た。アットホームでわいわいがやがやな例会を売りに、今現在、メンバーは１１人になりました。
そしていいめんばーがそろっていると地区から好評です。誰からも愛される会長が象徴で、本当に誰からも愛されるクラブな
んじゃないかと自負しています。例会に来られない人たちもいますが、何かと協力的で本当に２年前とは違うものになったと思
います。ここまで、メンバーを増やして、活動も魅力的になったつくば学園にはもうひとつこれからの課題がありました。地区
代表の選出です。今現在、地区からも頼られている核となっているのが、私石塚と、小林の２名です。その他のメンバーはまだ
歴が短すぎて、そして自分が１年２年楽しく活動をさせてもらえていたので、こんな初期の段階から代表をやれとは言えない部
分もありました。
そして代表は2011-2012年度です。私たち２名は社会人２年目の忙しい時です。代表が務まるのだろうか。そして地区大会を作
るだけのメンバーがいるのだろうか。悩みました。
つくば学園の象徴であると同時に弱点となるのが、大学生が多いということ。幼いです。だからこそ、他のクラブよりはブレ
がでてきます。精神的にも、社会的にも未熟です。そして卒業してしまったら、活動が消極的になってしまいます。
だから怖かったのです。そんな今までの代表みたく上手に回せないことを。
ですが、いつまでもパスしていては何も解決しないのです。
もう自分の心はすでにボロボロでした。今から代表できそうな人を育てる余裕も、時間もありません。これから社会にでるに
あたっても、ずっとアクトは続けたいのです。そしてこの問題から逃げることもまたずっと続いていくのです。
だから、私がでることにしました。それで解決できるのであれば、それでいいと思っていました。つくば学園を潰したくない
だけなのです。
正直な話、休みがいつかも、職場が茨城のどこかも決まっていません。そして来年か遅くても再来年には諸事情により、千葉
で新しい生活を始めたいと思っています。
こんな状態でも代表をやります。正直、土方代表みたく幅の広い活動はしません。できないと分かっているからです。仕事だ
けは絶対に犠牲にしたくない。社会人２年目なら当たり前のことだと思います。だから最小限の地区運営になるとは思います。
それでもやることだけはしっかり、着実に、細かくやっていきます。
動けないなら、動けないなりのやり方を見つけます。肩肘を張らずに、自分の色を出していきます。そして、動けない代表の
手本となりたいと思います。幅広い活動をすることだけがいいことではないと思っています。もちろんできる範囲で、最大限に
は動きますし、役職を全うします。でも誰かに頼る姿、動けない姿を見せることもひとつ大切ではないかと考えるのです。
自分が代表をやりたくない、地区のみんなが代表をやりたくない理由に、忙しくて、大変そうで、全部自分でやらなきゃいけな
いからというのがあります。そして代表はしっかりしているイメージがありませんか。
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つくば学園ローターアクト 石塚美沙 檄文 つづき
だからそういうものを取っ払うために代表をします。動けなくても、若くても、そんなにアクト歴が短くても、新
入
社員でも代表はできるということだけ、伝えたいと思います。
そして、最初から代表らしい人はいないと、飯野パスト代表から言われました。だから、地区大会を最初からできそうなクラブ
もないと。
ですので、つくば学園ＲＡＣのためにも、そして自分のためにもチャレンジしていきたいと思っています。
つくば学園ＲＡＣは2011-2012年度で20周年を迎えます。代表がでる年に、地区大会、20周年式典と記念行事、とほんとうに
四苦八苦な年になることも間違いないです。
ですのでＲＣのみなさまには多大なるご迷惑をおかけすると思います。
力を貸してください。頼らせてください。力になってほしいです。わたしひとりではなにもできません。そして頼れる人間で
はありませんが、何かあったら私を使ってください。力になりたいです。
理解って口先だけじゃいくらでも言えると思います。年月重ねれば理解してるって心で感じることもできます。でも
理解しているだけでは何も始まりません
理解しているからこそ
すべき提案
すべき決断 すべき我慢 すべき行動 すべき妥協
そして すべき反対
これができてこそロータリーとアクトは共存していけると考えています。
この３年間でたくさんの人との繋がり、人脈ができました。人間は人との繋がりを糧に
成長できるとおもっています。
しかし人と繋がっただけでは、それはただのハリボテでしかない。理解というもの、繋
がりというものは、結果ではなく、ただのツールでしかないのです。それを使ってどう成
長していくかが大切なのではないかと考えます。その人との繋がりをどう生かすかで、人
は成長できます。
ですので、私はアクトで繋がることができた、ロータリーのみなさんと共につくば学園
ＲＡＣを、そして何より自分自身を成長させたいと思っています。
以上、つたない挨拶ではありましたが、2010-2011年度代表ノミニー、2011-2012年度地
区代表になるための初心表明とかえさせて頂きます。ありがとうございました。

１２月３日のニコニコＢＯＸ
大木康毅

結婚記念日プレゼントありがとうございます。夕べある会でワイフのフラダンスを
見て、改めてホレ直しました。 今日はこれからデートです。菅原さんに感謝です。

大野治夫

年の瀬、12月となりました。

田上憲一

誕生日のお祝いありがとうございます。

急がないで新年を迎えましょう！

塚田陽威

新入会員石井さんを、皆様宜しく！お願いします。女房の誕生日祝ありがとうござ
います。

矢島定雄

結婚記念プレゼント有難うございます。
に熱くなりたいものです。

古くなり、冷えてきた夫婦もこれを機会

本日の合計

￥４５，４００－

本年度累計

￥６４６，０００－
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１２月１０日のニコニコＢＯＸ
岡本武志

鯨井規功

頑張れ！！

石塚さん、代表となられた年には体調に充分留意して、素晴らしい1年になさって
ください。今日の覚悟があれば、きっと大丈夫だと思います。応援いたしますので頑
張って下さい。

鈴木敏雄

野堀喜作

”石塚”

誕生日１２月１５日祝って頂き、有難うございました。
結婚記念日の、お祝いのチョコレートを頂き有難うございました。来年で４０周年
になります。チョコレートのように甘くはありませんが、２人で元気に今後も過ごし
て生きたいと思います。

本日のニコニコ報告

皆葉前ＳＡＡ委員長

出席率報告
会員数
６４名

１２月３日（木）

出席数

欠席数

４５名

１９名

本日の合計

￥２５，０００－

本年度累計

￥６７１，０００－

例会

内無届欠席数
３名

出席免除

メイク・ゲスト

出席率

２名

０名

７２．５８％

報告

無届欠席累計１７名

高橋出席委員長

出席率報告
会員数
６４名

１２月１０日（木）

出席数
４４名

無届欠席累計２２名

欠席数
２１名

例会

内無届欠席数
５名
無届欠席が
増加しています。
ご注意を・・。
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出席免除

メイク・ゲスト

出席率

２名

３名

７０．９６２％

報告

高橋出席委員長

2009-10 Vol. 16・17

プログラム予告
１月

７日（木）

TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I.

1月 ロータリー理解推進月間
会長年頭挨拶
◇理事会 ◇奥様誕生・結婚祝

◇１２月ニコニコ大賞

１月１４日（木）

移動例会

筑波山江戸屋

１月２１日（木）

例会

１月２８日（木）

休会（第６分区IMへ振替）

１月３１日（日）

移動例会 第６分区インターシティミーティング
石岡 ベル・アージュ

４つのテスト
１．真実かどうか
２．みんなに公平か
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

ホームページもご覧下さい
http://www.46gama.com/

例会日
例会場

新年会

会員卓話

筑波山温泉

岡本武志会員

編集後記
（クラブ会報委員長：岡本）
●つくば市豊里ゆかりの森より、クリスマスイルミネーションの案内がきて
おりました。残念ながらまだ見にいけていないのですが、次回号では状況を
御報告させていただきたいと思います。
●12月は会報作成が停滞気味になっており皆様にご迷惑をおかけしているこ
とと存じます。最近紙面構成に苦労しております。会員の皆様よりの寄稿を
活用して更なるパワーアップにつなげたいと思います。よろしくお願いいた
します。
●あっというまにクリスマス、年末年始を迎えることとなりました。皆様に
とってどんな1年であったでしょうか。寒さもどうやら本格化してきたよう
ですね。寒さが身体に響く日が多くなりました。お体には充分気をつけて下
さい。インフルエンザも沈静化しつつあるのでしょうか。気を緩めず、うが
い、手洗いは励行し風邪などひかぬよう注意しましょう。

友好クラブ

木曜日 １２：３０～１３：３０
「オークラフロンティアホテルつくば」

京都山城ロータリークラブ

つくば市吾妻１丁目１３６４－１

（第2650地区）

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

Email:gakuenrc@46gama.com
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FAX 029-858-0101

