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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.

It is the 25th year since 1986

９月２日（木） 例会報告
会長挨拶
本日は、3クラブ合同ゴルフコンペの打合せにつくばサンライズロー
タリークラブの善養寺英行幹事と村上憲範様がお越しいただきました。
よろしくお願いいたします。
今回は国際ロータリークラブの規定審議会で決議された内容の一部を
ご報告をいたします。規定審議会とは、ロータリークラブにおける国会
のような機関です。
まず、人頭分担金が、現在の1人50ドルからＲＩの要請に基づき来年
度より毎年1ドルづつ値上げし、53ドルまで引き上げることが承認され
ました。
また、今まで社会奉仕に含まれていた新世代奉仕を独立させ、4大奉
会長挨拶をする川崎庄一会長
仕から5大奉仕に変更されました。
さらに、インターアクト会員資格の最低年齢が、14歳から12歳に引き下げられました。小学生につきまして
は、アーリーアクトクラブの設立が検討されております。
日本からは、ローターアクトクラブの年齢制限を30歳から35歳に引き上げる提案が上程されましたが、30
歳は世界的にアクトの年齢ではなくロータリアンの年齢であるとの理由で反対多数による否決となりました。
最後に出席免除の規定が、従来会員暦の年数と会員の年齢を加算して85歳以上であれば認められておりまし
たが、会員の年齢が65歳以上という条件も加わりました。当然他クラブでの在籍期間も加算されます。
これらの改正により、よりロータリークラブ活動が浸透し、多くの方々がロータリーに参加してくれることに
なればよいと思います。

幹事報告

幹事報告をする皆場真治幹事

●承認事項
1．10月、11月プログラムの件
2．ガバナー補佐表敬訪問の件（10月28日予定）
3．指名委員会メンバー選出の件
4．国際奉仕ＷＣＳ「この指とまれ」の件
5．つくば学園ＲＡＣ前年度決算報告の件
6．25周年記念事業の件
7．つくば市ふれあいプラザ「国際週間」後援依頼の件
8．堀田健一活動支援後援依頼の件
●報告事項
1．25周年記念事業の件（平成23年5月12日（木）決定）
2．米山奨学金普通寄付の件（継続審議）
3．規定審議会報告、ロータリーカードの件
4．青少年短期・長期交換派遣学生募集の件
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新世代奉仕月間に因んで
新世代奉仕月間に因んで報告をする塚原英夫新世代
奉仕副委員長
新世代奉仕が第5の奉仕部門としてＲＩで承認されました。今年度
の最重要項目にもＲＩ会長は青少年育成を挙げています。新世代奉
仕には、ライラ、青少年交換留学、インターアクト、ローターアク
トがあります。インター、ローターはクラブが提唱して組織しま
す。
新世代が第5の奉仕部門に承認されたということで、分かりやすく
塚原英夫新世代奉仕副委員長 各奉仕部門のつながりをご説明いたします。ロータリークラブを花
木に例えると、根はロータリーの根幹つまり職業奉仕、葉は情報を集めたり、発信したりということ
で社会奉仕です。茎はすべてをつなぐという意味でクラブ奉仕、花はやはり国際奉仕があたります。
とすると新世代奉仕は、種子となります。花は永遠には咲き誇りません。いつかは枯れる運命です。
しかしそれでは種は滅びてしまいます。ですから種子を創り、風や鳥に運ばせ新たに根付く場所を探
すのです。我々ロータリアンは？それはミツバチです。花粉を運び受粉させる役割です。その代わり
にミツバチは密をもらえます。それは若さであったり、新しい考え方であったりします。花の群落＝
日本のロータリークラブも最盛期を過ぎたような気がします。これからは新世代奉仕が最も重要なプ
ログラムになるはずです。新世代の若者たちは1年間を通じて素晴らしい活動をしています。
この様なイメージで5大奉仕を関連付けていただければ私達ロータリアンが何をすればよいのかが
分かってくると思います。次代を担う新世代をしっかりと育成いたしましょう。

つくば学園ＲＡＣの近況を報告する金雅炯会長
ここ数年、つくば学園ＲＡＣは存亡の危機にありましたが、歴代
の会長達が守ってきていただいたおかげで、徐々に基盤が整備さ
れ、楽しくＲＡＣの運営をいたしております。
メンバーは、日本人3名、韓国人3名、中国人1名です。そのほとん
どが学生のため、数年後には会員がいなくなるかもしれません。今
回菊地会員のご紹介でアクティブに活動していただけるメンバーに
加入いただきました。これからもご紹介よろしくお願いいたしま
金雅炯つくば学園ＲＡＣ会長 す。
つくば学園ＲＡＣは、第1火曜日と第3火曜日の19時30分から活動
しています。ご案内を致しますので、皆さん参加して下さい。

ローターアクトの日のＰＲをする石塚美紗様

石塚美紗様

9月12日のローターアクトの日に因んで、筑波山の清掃登山をい
たします。東郷会員にご協力をいただいて、グランドホテル様の駐
車場をお借りできました。ありがとうございます。当日のご案内は
以下の通りです。
日時
：平成22年9月12日（日）雨天決行
登録料 ：1人1,000円
集合時間：9時45分
集合場所：筑波山つつじヶ丘駐車場
昼食はお弁当を手配しております。よろしくお願いいたします。
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人間尊重・環境保全委員会事業計画
Ⅰ

事業計画
１）人間尊重について考えるシンポジュームの企画
２）ロータリーの森創り、つくばマラソン大会の協力
３）つくば市在住の識字率向上の事業への協力

Ⅱ

メンバー
委員長
中村 義雄
副委員長 本多 史郎
委員
宮川 健治

中村義雄委員長

プログラム委員会事業計画
Ⅰ

Ⅱ
井田充夫委員長

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）現状の社会情勢や最新情報を中心とした外部卓話講師の招聘
３）例会の出席率向上が期待できるプログラムの導入
４）プログラム内容を順次決定し、会員へ周知する
５）会員相互の交流と親睦を図れる例会の企画
メンバー
委員長
井田 充夫
副委員長 石井 健三
委員
高橋 恵一

会場監督委員会事業計画
Ⅰ

Ⅱ

中山正巳委員長

事業計画
１）意義深く、楽しく、円滑な例会運営
２）来賓・招待者・来訪者に失礼のない規律正しい例会の運営
３）ユーモア大賞を多くの会員に行き渡るようにし、ニコニコ
ボックス1人あたり3万円の達成
メンバー
委員長
中山 正巳
副委員長 岡本 武志
委員
菊地 克之 塚越 俊祐

移動例会のご案内
第1回移動例会

増山栄社会奉仕委員長

第2回移動例会

日時
：10月21日（木）
場所
：スカイツリー・浅草見学
集合場所：浅草寺奥山通り五重塔手前
5656会館茶店前
集合時間：15時15分
解散時間：21時（自由解散）
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日時
：11月17日（水）
場所
：百里基地見学
集合場所：ホテルグランド東雲駐車場
バスにて出発します
集合時間：10時
解散時間：17時
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９月２日 会場スナップ①
本日は、つくばサンライズＲＣの善養寺英行幹事と村上憲範様、つくば学園ＲＡＣの金雅炯会長と石
塚美紗様がご参加くださいました。善養寺幹事と村上様は3クラブ合同ゴルフコンペの打ち合わせに引
き続きご参加くださいました。金会長と石塚様はアクトの活動報告とアクトの日のＰＲです。
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９月２日 会場スナップ②
今回は本当に多くの会員に参加いただきましての例会となりました。出席者が多いと例会も活気づき
ますし、発表者の熱も入ります。次回以降もよろしくお願いいたします。

９月２日 報告・依頼事項
ガバナーズマンスリーレターの紹介をする皆葉真治会員
ガバナーズマンスリーレターの表紙に、森の創造事業で撮影された岡本武志会
員のご子息と宮澤泰輔会員のご家族の写真が掲載されております。ご確認下さ
い。
なおこの写真を撮影した岡本会員によると、表紙の写真に取り上げていただけ
るように、ポーズを決めて撮影したそうです。さすがですね。

野球同好会の出席の依頼をする伊勢一則会員
2820地区の野球大会が9月18日（土）開催されます。
ちなみに対戦相手はしもだて紫水ロータリークラブです。
毎週土曜日に練習を行っております。
今ご参加いただければ、即レギュラーになれますので皆さんご参加下さい。
なお、壇上に上がらせていただいたのは数年ぶりだそうです。
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９月２日ニコニコＢＯＸ
飯田正行

サンライズRCの村上様、善養寺幹事様、本日はありがとうございます。 分区
と3クラブの合同コンペ、宜しくお願いします。

石井健三

蓼科ロータリークラブにメイクアップして来ました。 14名のアットホーム的なクラ
ブでした。 「はやぶさ」のコントロール基地が蓼科にあり、つくば「ジャクサ」と縁が
ありました。

磯山正蔵

この夏、初例会。 どちら様・・・・と言われない様出席したいと思います。

川﨑庄一

サンライズRCの善養寺幹事、村上さん、本日は3クラブ合同ゴルフコンペの打合
せにお越しいただきましてありがとうございました。 分区のコンペと合同になり、
大変だろうと思いますが、宜しくお願い致します。

塚越俊祐

家内の誕生日プレゼントありがとうございます。 さて、保健増進施設「つくば
ウェルネスパを運営して３ヶ月が経ちました。健康に不安がある方のご来館をお
待ちしております。

東郷治久

昨日（9月1日）付にて、ペット通信制教育専門学校「日本ケンネルカレッジ」を開
校致しました。 市場規模が年々拡大している、通信教育業界に期待しての新規
参入です。

つくばサンライズRC

村上憲範

つくばサンライズRC

善養寺英行

3クラブ合同例会宜しくお願いします。

3クラブ合同例会、コンペではお世話になります。

本日の合計

￥３９，０００－

本年度累計

￥２７６，０００－
ニコニコBOXを発表する塚越俊祐委員
本日は多くの会員にご協力いただきまし
てうれしそうな発表です。
つくばサンライズRCの善養寺幹事、村上
様、ご協力ありがとうございます。

ニコニコ大賞を受賞された
石川英昭会員と小城豊会員
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９月奥様誕生祝・結婚祝

２日
９日
１４日
１５日
１７日
２０日
２５日
２７日
２９日

安藤
青山
塚越
冨田
布川
本多
綿引
飯田
東郷

直子様
静代様
悦子様
由美子様
鈴子様
景子様
勝枝様
満里子様
富紀子様

２６日
２６日

安藤
岡添

栄敏会員・直子様
紘樹会員・紀子様

四大奉仕紹介
今回は四大奉仕の内容について、1992-93年度の国際ロータリー（ＲＩ）会長のクリフォード・ダクターマン著
「ロータリーのいろは」より引用して紹介いたします。
●クラブ奉仕 クラブの機能を充実させるために、ロータリアンが取るあらゆる行動にかかわるものであり
出席、職業分類、クラブ会報、親睦活動、会員増強、プログラムなどがあります。
●職業奉仕
ロータリアンが職業の尊さと価値をクラブの他の会員に示す機会であるとともに、キャリア
計画、職業研修、職場での高い道徳的水準の推進など、クラブの責任を意味します。
●社会奉仕
地域社会の人々の生活の質を高めるために、ロータリアンの行うさまざまな活動を指します。
青少年、高齢者、体の不自由な人々への支援などがしばしば含まれます。活動は地域ニーズ
によって様々です。例えば青少年育成のスポーツ教室の実施や植樹、書籍の寄贈などです。
●国際奉仕
ロータリアンが国際理解、親善、平和を推進するための活動です。発展途上国の人道的ニー
ズを満たしたり、異なる国や文化の人々に対する認識を培うことを助長します。

出席率報告

会員数
６６名

出席数
５６名

９月２日（木）

欠席数
１０名

内無届欠席数
０名

例会

出席免除

メイク・ゲスト

出席率

２名

４名

９６．７７％

本日は、沢山の会員に出席いただきま
した。
また、無届欠席０名です。
今月は、この調子でまいりましょう。

報告

大野副委員長
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プログラム予告
９月０９日

招待卓話
筑波大学

TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I.

９月 新世代月間

学長

山田信博氏

９月１６日

職業奉仕報告
鈴木敏雄会員、上野修会員
会員誕生祝

９月３０日

新入会員卓話
倉持武久会員、生井俊一会員

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

編集後記
（クラブ会報委員長：鯨井）
●今回も私事の編集後記で申し訳ございませんが、今月誕生日を迎えます。
誕生日は家族が祝ってくれると思いますが、皆さんは誕生会に対してどの様
なイメージをお持ちですか？
通常は、誕生日を迎えた本人に対して、誕生（生まれてきて）おめでとう
という気持ちを表してお祝いすると思います。
私の古くからの友人で、常総市選出の県会議員の神達岳志さんがいます
が、神達さんから教わったのが、誕生日は生んでくれた両親に対する感謝の
意を伝えるのが誕生会の意味なんですよと教わりました。
これを教わったのは4，5年前ですが、いまだに誕生日に両親に対して「生
んでくれてありがとう」という言葉はかけておりません。てれくさくてダメ
ですね。神達さんも、言葉で伝えるのははずかしいので、携帯メールにて感
謝の意を伝えているそうですが、残念ながら私の両親は携帯メールを利用し
ておりません。
言葉では伝えておりませんが、気持ちの中では両親や家内や子供たちや親
戚や社員や取引先の社長や友人・知人、そして2005年にロータリーに誘って
くれて入会させてくださった皆様方に感謝の気持ちをもってお付き合いさせ
ていただきますので、今後ともご指導よろしくお願いいたします。

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

