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2010-11 Vol.20 

2010/12/02 

 １２月２日（木） クラブ総会報告  

会 報 

つくば学園ロータリークラブ    

  

 

  

 It is the 25th year since 1986 TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

１２月第１例会会長挨拶 
 昨日かねてから１度訪問してみたかった東京ＲＣの第１例

会にメイクで出席してまいりました。例会場は帝国ホテル

です。会員数は１１月２４日現在で３３３名です。テーブ

ル数は２４テーブルありました。大きな結婚式を想像して

いただければイメージがつくと思います。メークは海外か

ら２名で国内から１６名でした。メーク料は第１例会でし

たので５千円でした。それ以外の例会は４千円です。第１

例会は帝国ホテルのフルコースを頂戴しました。出席者

は、毎回１８０名ほどだそうです。今回も１８０名の出席

でした。 

 食事タイムは１５分間です。帝国ホテルのスタッフが２

０名ほどつきまして、１５分の間にフルコースの食事の給仕と片付けを終わらせておりました。

東京ＲＣの委員会には食事委員会があり、毎回メニューやコストをコックさんと打ち合わせをし

て決めております。 

 入会金は２５万円で年会費が３２万円です。３２万円×３３３名ですので、年間の事業費が１

億６５６万円です。非常に大きなクラブであることがお分かりいただけると思います。ロータ

リーソングなどは生バンドの演奏でした。ロータリーソング以外はＢＧＭを演奏しておりまし

た。また、各テーブルにはテーブルマスターがおりまして、メーク出席の会員のお世話をしてい

ただけました。 

 昨日の例会ではイニシエイションンスピーチということで２名の方が卓話をされました。お１

人は「食物アレルギーに対する加工食品メーカーとしての取り組み」というテーマで、(株)永谷園

代表取締役会長の永谷会員がお話しされておりました。もう１人は、「日米シンクタンク事情」

というテーマで、(株)双日総合研究所代表取締役社長の多田会員がお話しされておりました。 

 東京ＲＣの例会プログラムを拝見しますと、そのほとんどが卓話となっております。例えば２

０１０年１月から６月の間には、例会数が２４回あり、そのうち１６回が外部卓話で４回が会員

卓話です。２０１０年７月から１２月のプログラムを見ても、２２回の例会のうち１５回が外部

卓話で３回会員卓話となっております。この会員プログラムはバックナンバーを含めてＨＰに掲

載されており、○が振ってあるものは卓話の内容を確認することができます。いろいろな有名人

が卓話をしておりますので、興味のある方はご覧になってください。 

 本日もよろしくお願いいたします。 

 参照 東京ＲＣ ホームページ ＵＲＬ：http://www.tokyo-rc.gr.jp/indexj.htm 

会長挨拶をする川崎庄一会長 
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 幹事報告 
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幹事報告  
 

１．ＲＡＣ２地区合同例会への出席に対するお礼状の件 

  川崎庄一会長 

  皆葉真治幹事 

２．米山奨学生の病気療養に対する寄付のお礼状の件 

３．浅草の劇団ＭＭＣからのお葉書の件 

 

理事会報告 
 

１．次年度第2回指名委員会の結果を踏まえた次年度役 

  員案の件・・・承認 

２．1月プログラム年頭挨拶を年男の会員に頂戴する件 

  ・・・承認 

３．「ロータリーの森創り」会計報告の件・・・植樹の会計報告を加えて再度提出します。 

４．つくばマラソン給水所の件・・・多数の方にご参加いただいて好評でした。 

                 コカコーラとチョコレートを配布いたしました。 

                 会計報告は後日行います。 

５．２０１１年新年会の件・・・１月１３日（木）江戸屋でＰＭ７時より開催します。負担金は  

               １万円です。グランド東雲より送迎のバスを運行します。 

６．第５回中学生と語る会の件・・・１月２７日（木）ＡＭ１１時５０分に豊郷中学校集合です  

                 講師募集をいたしますので、ご協力よろしくお願いします 

７．正会員選出の件・・・宮澤泰輔会員の転勤に伴いまして、後任の馬目圭造氏を正会員として 

            承認しました。推薦人は宮澤泰輔会員と川崎庄一会長です。 

８．２０１１年国際ＲＣ年次大会の件・・・５月２１日から５月２５日ニューオリンズで開催さ 

                    れます。参加希望者は事務局まで連絡ください。 

９．ローターアクト大会の件・・・１月２３日（日）大和ふれあいセンターにて真壁ＲＡＣ主 

                幹で開催されます．来年度はつくば学園ＲＡＣの石塚美沙 

                さんが地区代表になりますので、つくばにてローターアクト 

                大会が開催されます。 

10．奄美地方豪雨災害の件・・・１１月４日に国際奉仕災害義捐金から２万円を支出いたしま 

               した。 

11．つくば市賀詞交歓会参加の件・・・１月１３日オークラフロンティアにて下村正副会長が 

                  出席します。 

12．ＩＭ実行委員会の件・・・２月６日（日）グランド東雲にてＩＭが開催されます。第１回 

              実行委員会を１１月２１日に開催されました。上野修会員が実行 

              委員長です。組織図を作成しました。 

13．ＧＳＥ受入れの件・・・アイルランドから５名の交換留学生（男性２名、女性３名）が参 

             ります。ホストファミリーを募集いたしますので、ご協力よろしく 

             お願いいたします。日程は①３月２３日から３月２６日の４日間と 

             ②３月２６日から３月３０日までの４日間の２パターンで募集いた 

             します。                  

幹事報告をする皆葉真治幹事 
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 クラブ総会報告 
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川崎庄一会長からの第１号議案上程 
 指名委員会で役員が承認されました。 

 会長     下村 正 会員 

 会長エレクト 綿引 信之会員 

 副会長    塚原 英夫会員 

 直前会長   川崎 庄一会員 

 幹事     小城 豊 会員 

 副幹事    伊勢 一則会員 

 ＳＡＡ    岡本 武志会員 

 会計     大山 敬次会員 

 職業奉仕   鯨井 規功会員 

 社会奉仕   菅原 俊 会員 

 国際奉仕   中山 正巳会員 

 新世代奉仕  安藤 栄敏会員 

 以上が、次年度の役員です。 

 川崎庄一会長からの上程に基づき、総会におい

て採決が採られ、無事承認されました。会員の皆

様ありがとうございました。 

 

下村正次年度会長からの挨拶 
 緊張しているのか、この部屋が暑いのかわかり

ませんが顔が赤くなっております。 

 川崎会長の活動を拝見しておりますと、理事会

や指名委員会やいろいろな諸問題に対して孤軍奮

闘しておりまして、それを考えると、自分に務ま

るのかという危惧をしているところであります。 

 本日ご承認いただきました役員で、次年度精一杯

やらせていただきますので、どうぞよろしくお願

いいたします。 

 本日はありがとうございました。 

 

川崎会長からの第２号議案上程 
 今年５月にＲＩ規定審議会におきまして、新世

代奉仕が４大奉仕に追加され５大奉仕になりまし

た。これに伴いまして今までは理事が１１名でし

たが、新世代奉仕委員長を理事に追加したいと思

います。そのため理事の人数が１２名となりま

す。 

 当議案も、無事可決承認されました。ありがと

うございました。 

議案を上程する川崎庄一会長 

議案承認の挨拶をする下村正次年度会長 

承認された次年度役員の皆様 
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 べネファクター表彰 
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転勤の挨拶をする宮澤泰輔会員 
  

 この度私宮澤泰輔は、池袋メトロポリタンプラザ支店に転勤と

なりました。つくば学園ＲＣの例会に参加するのは今回で最後と

なります。皆様方には、いろいろとご指導いただきましてありが

とうございました。 

 後任の馬目圭造をご紹介させていただきます。 

 今後ともよろしくお願いいたします。 
 

 

  

 

入会の挨拶をする馬目圭造会員 
 

 はじめまして。この度つくば支店長に就任いたしました馬目圭

造と申します。転勤に伴いましてつくば学園ＲＣに参加させてい

ただくことになりました。よろしくお願いいたします。 

 ロータリーに参加するのは初めてですのでわからないことばか

りですが、皆様方のご指導をいただければと思います。 

 是非よろしくお願いいたします。 

 

 宮澤泰輔会員・馬目圭造会員挨拶 

転勤の挨拶をする宮澤泰輔会員 

  

 我がクラブで３人目のべネファクターが誕生いたしました。野

堀喜作会員です。べネファクターとは、ロータリー財団恒久基金

に1,000ドルを寄付した方です。べネファクターになりますと、

国際ロータリーの日本事務局より表彰されます。 

 左の写真は、川崎庄一会長より表彰状を授与される野堀喜作会

員です。 

 おめでとうございます。 

 国際ロータリー財団表彰及びライラ修了証授与報告  
 国際ロータリー財団からつくば学園ＲＣに対しまして、財団に

対する寄付が2億ドルを超えたことに対しまして表彰状をいただき

ました。 

 また、過日神栖町にて開催されましたライラの会議に出席した

川崎庄一会長と皆葉真治幹事と塚原英夫会員の３名にロータリー

青少年指導者育成プログラム修了証をいただきました。 

 左の写真は、ライラロータリー青少年指導者育成プログラム修

了証です。 

入会の挨拶をする馬目圭造会員 
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    １２月２日 会場スナップ①   

2010-11 Vol. 20 TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

 本日は、例会がアネックス昴の間で開催されました。少し雰囲気が異なりますね。クラブ総会の開催

ということもあり、多くの会員の皆様のご出席を頂戴いたしました。 

 ありがとうございました。 
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    １２月２日 会場スナップ②   

2010-11 Vol. 20 TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

 今回は食事の内容のスナップを取り忘れました。申し訳ございませんでした。私自身も今回欠席しま

したので食事の内容がわかりません。食事はおいしかったでしょうか？ 

  １１月・１２月 奥様誕生祝・結婚祝 

 

１１月結婚記念日 
 

  ６日 鬼澤 善則会員・ 文子様 

 １８日 塚越 俊祐会員・ 悦子様 

 １９日 川崎 庄一会員・ 憲子様 

 ２１日 小須田宏二会員・すみ江様 

 ２２日 青山 大史会員・ 静代様 

 ２３日 鈴木 敏雄会員・ きよ様 

 ２３日 大山 敬次会員・ 圭子様 

 ２６日 中野 勝 会員・真粧美様 
 

１２月結婚記念日 
 

  １日 矢島 定雄会員・ミヨ子様 

  ６日 野堀 喜作会員・ 敏子様 

  ６日 宮本 学 会員・恵美子様 

 １２日 大木 康毅会員・真由美様 

 １５日 宮川 健治会員・ 麗子様 

 １８日 大野 治夫会員・佐多子様 

 ２５日 磯山 正蔵会員・とし子様 

１１月奥様誕生日 
 

  １日 川崎  憲子様 

  ３日 鬼澤  文子様 

 １１日 吉岡  鞠子様 

 １４日 宮川  麗子様 

 １６日 大山  圭子様 

 １７日 伊勢  良枝様 

 １７日 齊藤  理恵様 

 ２４日 倉持 里和子様 

１２月奥様誕生日 
 

 １５日 塚田 千恵子様 

 １５日 篠崎  けい様 

 １７日 山田  公子様 

 ２１日 宮武 利美子様 

 ２２日 田上  幸子様 
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    １１月２８日 つくばマラソン給水所スナップ①   
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 つくばマラソン給水所のスナップをご紹介いたします。当日は晴天にも恵まれ、絶好のマラソン

日和となりました。つくばシティーＲＣとの合同開催となり、大人数で声援しましたので、ラン

ナーの皆様にも好評でした。皆様ご協力ありがとうございました。 

当日マラソンに参加した菅原俊会員、上野修会員、つくばシティーＲＣの岡田卓也会員の勇姿です。 

当日マラソンに参加したつくばシティーＲＣの石塚安代会員の勇姿と給水所の模様です。 
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    １１月２８日 つくばマラソン給水所スナップ②   
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 ここでは、つくばマラソンの模様や給水所の様子をご紹介いたします。つくば学園ＲＡＣや筑波大学

の学生の皆さんにもお手伝いいただきました。和気あいあいとした雰囲気が伝わってきます。 
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 １０月 ＲＩ会長メッセージ 
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親愛なる同僚ロータリアンの皆さん、 

 

 ニューオーリンズを題材にした歌は枚挙に暇がありません。それはこの街が世界

の音楽の都の一つとして、歴史と遺産に満ちているからです。 

 特に私は「Way Down Yonder in New Orleans（遥かなる ニューオーリンズ） 」の楽

しいサウンドが大好きです。近年開催された大会より、まるひと月早く5月21～25日

にこの街で開催されることになっている国際ロータリー（ＲＩ）年次大会のことを考え

るとき、その歌詞は、私たちを誘っているように聞こえるからです。 

 

より多くの時間を過ごせるように 

 ニューオーリンズ国際大会は、ここ数年間のように日曜日ではなく、土曜日から公式に始まります。私たち

の年次大会の見どころである「友愛の家」も土曜日の朝にオープンし、ロータリアンとそのゲストたちが日曜日

の本会議前により多くの時間をそこで過ごすことができるよう、大会前会議はすべて土曜日の午前中に終わ

ります。 

 もう一つのいいニュースは、この「友愛の家」がコンベンションセンター内の本会議場のすぐ隣にあるという

点で、さまざまなロータリー世界から訪ねて来る人たちの親睦とネットワーク活動により役に立つよう、時間が

延長される予定です。それがロータリアンとその家族のための場所になるでしょう。 

 

筆舌に尽くし難い年次大会  

 ロータリーの年次大会の不思議な力、活気、感動をどのように表現すればよいのでしょうか？ 私たちの年

次大会は、さまざまな魅力に富んでいるので筆舌に尽くし難いものです。ロータリーの親睦とネットワークは、

地球上のいろいろな地域から集う仲間のロータリアンたちに直接出会うのが最良のもので、国際奉仕は、

ロータリアンたちが遠く離れた国からの新しい友人をつくったときに強化されます。 

 したがって、ロータリーの年次大会を理解し、正しく評価する最もいい方法は、ニューオーリンズのために計

画されている傑出したイベントに参加することです。ニューオーリンズ国際大会はこれまでの国際大会の中で

最も優れたものの一つに数えられるでしょう！ その点は私が保証します。 

 世の中をより良くするために共に活動する者として、ニューオーリンズに集いましょう。通りを歩けばざわめ

き――ビート――ニューオーリンズそのものといえるリズムが聞こえてくるでしょう。ジャズ発祥の地です！ 

ケイジャンカントリーにいる間は、楽しくやりましょう…もう一度！ And Let the Good Times Roll … Again!  

Laissez les bon temps rouler … encore! 

   

                                                         RAY KLINGINSMITH 

                                                     PRESIDENT, ROTARY  

                                                        INTERNATIONAL 
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 １２月２日ニコニコＢＯＸ              

本日の合計 ￥６３，０００－ 

本年度累計 ￥６６７，０００－ 

2010-11 Vol. 20 TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

 

石井健三   

 ふれあいプラザ国際週間は、盛大に催しされました。私も精一杯

歌って来ました。今月東京で催される、堀田健一氏支援チャリ

ティーコンサートへも是非ご協力、ご支援を宜しくお願いします。 

伊勢一則    妻の誕生祝いありがとうございます。 

上野修   

つくばマラソン、エイドステーションありがとうございます。今年は３

０㎞までしか走れませんでした。すみません・・・・ 身体はボロボ

ロ、次回は完走いたします。 

大野治夫   

 先日、京都、奈良に行きました。最初に醍醐寺を見学して、境内

を歩いていたら、京都山城の福井幹事と会いました。何という偶然

でしょう。 

田上憲一    妻の誕生祝いありがとうございます。 

増田忠則   

 先日（１１／２２）は、つくば市ふれあいプラザの音楽祭に多大の

ご支援、ご協力を頂き、有難うございました。 石井さんにもご出

席いただき、お蔭様で大変楽しく好評に終了することが出来まし

た。有難うございました。 

増山栄    おまけのニコニコ大賞ありがとうございました。 

中村義雄   
 川崎会長、皆葉幹事、今月で半分任務終了！スムーズな進行

おめでとう。 後半も2大行事がありますが、無事完了を祈る。 

矢島定雄   

 結婚記念日。わかっているがなぜか会話が少なくなった。今夜も

別の部屋です。あの頃が懐かしいな・・・。 お祝い有難うございま

す。 

ニコニコＢＯＸの発表をする菊地克之ＳＡＡ委員 
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 １０月・１１月ニコニコ大賞 
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 出席率報告   １２月２日（木）  例会 

会員数 出席数 欠席数 内無届欠席数 出席率 

６６名  ４８名  １８名  ０名 ７６．５６％ 

出席免除 

２名 

メイク・ゲスト 

１名 

 久しぶりに出席率の報告をさせていた

だきます。 

 大野副委員長が委員長では？との誤解

を与えないように後半は頑張ります。 

高野勝委員長 報告 

１０月ニコニコ大賞 

浅草移動例会本当にご苦労様で賞 

増山 栄会員 ・ 石井健三会員 

１１月ニコニコ大賞 

まったく山崎清司ガバナーに触れてないで賞 

綿引 信之会員 ・ 矢島 定雄会員 

 報告・依頼事項 

  「Merry Christmas 2010」のご案内 
 

開催日時 平成２２年１２月２３日（木） 

     １９：００～２１：００ 

会  場 オークラフロンティアホテルつくば 

     アネックス１階 「昴・東中の間」 

     （お子様用のコースメニューもご 

     用意しております。） 
 

          多数のご参加をお待ちいたしております。 



  

 １２月０９日 日本ートルコ・１２０周年記念 

        『両国の歴史関係を学ぶ』 
 

 １２月１６日 職業奉仕報告卓話 

        古本 捷治会員 

        １１月・１２月会員誕生祝 
 

 １２月２３日 『クリスマスパーティー２０１０』 

        会場：オークラフロンティアつくばアネックス「昴東中の間」 

        時間：ＰＭ６：３０受付 ＰＭ７：００開始 

編集後記                   （クラブ会報委員長：鯨井） 

●現在メキシコのカンクンでＣＯＰ１６が開催されております。ＣＯＰ１６

とは、地球温暖化防止を目指す「国連気候変動枠組条約」の締結国が交渉す

る場で、今回が１６回目にあたります。 

 前回の京都議定書を延長するか否かで、日本と中国・アメリカが激しい攻

防を繰り広げており、議案がまとまりそうにありません。 

 その中で、ジオエンジニアリング（地球工学」と呼ばれる新技術を提案す

る科学者が注目を集めております。それによると高度３０㎞の成層圏まで飛

行船を使てホースを通し、二酸化硫黄の微粒子を散布して太陽の遮断するこ

とにより温暖化を防止しようとするものです。 

 一方で気象学者は、飛行機や飛行船や塔を建てて微粒子を散布し、人工的

に雲を作り、温暖化を防止する方法を提唱しています。 

 ただし、人工的に温暖化を防止する方法では、農作物の不作などの負の影

響も懸念されると説明していますし、このままＣＯＰ１６が難航し、防止策

への合意が形成されず、温室効果ガスの排出が増えれば、人工的に地球の温

度を下げても、その効果は打ち消されると懸念されております。 

 将来のために地球温暖化防止に取り組まねばならないということは、各国

の共通認識だと思います。 

 是非とも今回の会議で素晴らしい議案が採決されることを望みます。 

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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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  

 友好クラブ 

    京都山城ロータリークラブ 

   （第2650地区） 

 

 プログラム予告   １２月 親睦月間 
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