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It is the 25th year since 1986

１月６日（木） 例会報告
会長年頭挨拶
皆さん明けましておめでとうございます。本年もよろしく
お願いいたします。
昨年は政治的にも外交的にも非常に大変な年でした。特に
外交問題と安全保障問題につきましては考えさせられる1年に
なりました。今年はうさぎ年ということで、株価も跳ね上が
るといわれております。飛躍の年になることを期待したいと
思います。
今年度も半年を経過しまして、ちょうど折り返し地点にさ
しかかってまいりました。前期の各委員会の事業計画も順調
に進みまして、昨年度の大きなテーマでありました2ヵ所の移
ゴングを点鐘する川崎庄一会長
動例会も、増山栄職業奉仕委員長のお力をお借りいたしまし
て無事終了することができました。また、会員増強につきま
しては、期中で4名増強しまして66名でスタートしました。
11月に宮澤泰輔会員が会社の移動で退会されましたが、馬目
圭造会員に入会いただき、会員数の増減なく前期を終了する
ことができました。過去を振り返りますと、退会者がどなた
もいない年はなかったと思います。石川英昭会員増強委員長
が目標に掲げた68名の会員数に向けて、あと2名の増強を図
りたいと考えております。会員の皆様のご協力よろしくお願
いいたします。
そして、昨年の12月には非常にうれしいクリスマスプレゼ
ントをいただきました。野堀喜作会員を第21代のガバナーと
して排出できたことです。本当におめでとうございます。思い 会長年頭挨拶をする川崎庄一会長
起こしますと、ちょうど12年前に吉岡昭文パストガバナーが
ガバナーになられて、その時の地区大会は国際会議場で行いました。国際会議場でつくば学園ＲＣと
しての2回目の地区大会が行えるのは非常に喜ばしいことだと思います。ガバナーは非常に大変な仕
事でございます。クラブの協力なくしては務まらないと考えます。ガバナー候補に挙がりながら、ク
ラブの協力体制が整わずに、ガバナーとなるのを延期したりお断りした例も過去にはございます。皆
様のご協力をいただきまして、野堀喜作ガバナーノミニーを支えてまいりたいと思います。
あと6ヶ月間、各委員会の事業もたくさん残っております。今年は特にＩＭと25周年記念事業が
残っております。残りの半年間も、会員の皆様のご協力をいただきまして進めてまいりたいと思いま
す。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。
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幹事報告
幹事報告
承認事項

幹事報告する皆葉真治幹事

１．2月プログラムの件
２．12月13日クリスマスパーティー決算報告の件
３．①ロータリー森創り決算報告の件
樹木移植費用を地区補助金申請中
②つくばマラソン給水所設置決算報告の件
４．つくばピンクリボンフェスティバル協賛の件
本年度のみ25周年記念団体支援金として5万円寄付
記念事業予算より支出
５．拉致被害者家族連絡会に対する支援金の件
会員数×100円を社会奉仕人間尊重予算より支出

６．地区大会の件
全会員登録 登録料は会より支出
会長・幹事・地区役員 地区委員晩餐会費用は会負担
７．米山奨学金普通寄付の件
安定財源確保のため4,000円/年から5,000円/年への増額要請に対応
前期2,000円を支出済みのため後期3,000円を支出
予備費より支出

報告事項
１．ユニセフ募金の件
支出なし
２．第2820地区 地区大会記念ゴルフ大会の件
ゴルフ同好会に取りまとめを依頼
３．日本ロータリー親睦ゴルフ全国大会の件
会員に案内 希望者は個人申込み
４．25周年記念事業の件
3月6日チャリティーコンサートを企画中
団体支援候補 ピンクリボン 桜川河川整備団体 ボーイスカウトにテント寄付
記念の日本酒を造り、冷凍保存しておく企画を検討中
５．ＩＭ実行委員会の件
講師は枻（エイ）出版社長に依頼中

１２月ニコニコ大賞
12月のニコニコ大賞を受賞した古本捷治会員と
野堀喜作会員
受賞作品紹介
古本捷治会員
「ギャラはないのですか？」（職業奉仕卓話に対して）
野堀喜作会員
「39回目の結婚記念のお祝いありがとうございました。
我が家では結婚祝は、お菓子を家族全員でおいしく頂いて
終了いたしました。」
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副会長挨拶
下村正副会長挨拶
皆さん、明けましておめでとうございます。
上半期を振り返りますと、副会長という役職は気軽に
考えておりましたが、次年度は考えなければならない、
２５周年の記念実行委員長もやらなければならない、Ｉ
Ｍもやらなければならないと、結構ばたばたしたねとい
うのが印象です。
本日は２５周年のＰＲをさせていただきます。開催日
時は５月１２日の木曜日夕方予定です。木曜日は親クラ
ブの土浦ＲＣの例会日です。土浦ＲＣは１年間例会開催
副会長挨拶をする下村正副会長
日の変更はできないそうです。そのため、親クラブであ
る土浦ＲＣの会長、幹事様のご参加をいただくために
は、夕方以降の開催という運びとなりました。
式典に関しましては、つくば地区周辺のクラブのみご参加いただいての開催を考えており
ます。具体的には、地区ガバナーと幹事お２人、土浦ＲＣの会長と幹事、そしてつくばシ
ティーＲＣとサンライズＲＣの会長と幹事さんを考えております。
内容は、２５年の歩みを上映して振り返ってみたいと思います。あわせて記念事業として
は、現在３つ考えております。１つは、つくばで頑張って活動している団体への支援です。
候補としては、幹事報告の通りです。次は２５周年の記念品です。モニュメントなども考え
ましたが、記念酒を造りたいと考えております。予算が許す限りの本数を造り、事あるごと
に皆さんと飲みたいと思います。最後に懇親会は劇団ＭＭＣにお願いし、格調高く行ってま
いりたいと考えております。
そして、３月６日日曜日にノバホールにおいてチャリティーコンサートの開催を企画して
おります。石井健三会員が当日コンサートを開きますが、そのコンサートの後半をつくば学
園ＲＣがお借りしましてチャリティーコンサートを開催することを検討しております。詳細
につきましては後日つめまので、よろしくお願いいたします。

綿引信之副会長挨拶

副会長挨拶をする綿引信之副会長

明けましておめでとうございます。
何人かの会長経験者の方々にのせられて、副会長の襷
をかけてから半年がたちましたが、本人の意識は全然改
革されておりません。ただし、１２月頃から私の年度
で、野堀喜作会員がガバナーになられることになりまし
た。体育会系の私と伊勢一則会員（幹事予定者）でやる
ことになりますが、私たちは騎馬戦の馬の役目です。そ
の周りで皆様方にご協力をいただきまして、つくば学園
ＲＣの総力を挙げて、野堀喜作ガバナーを応援してまい
りたいと思っております。
よろしくお願いいたします。
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ガバナーノミニー挨拶
野堀喜作ガバナーノミニー挨拶
実は、１月７日に選出委員会が開催されて、その会議で決
定されますので、現在は仮にもなっていない状況でございま
す。私がガバナー補佐になった時も中村義雄会員に、当時の
東郷治久会長からまずガバナー補佐のお声がかかりまして、
もしだめな時には考えてほしいと声をかけられました。最終
的には私が引き受けさせていただきました。
今回も１２月の最終ガバナー公式訪問に同席したときに、
地区の幹事から、「あなたがガバナーになってほしい」との
依頼がございまして、私は「２年先にやりたいことがあるの
で勘弁してほしい。」と申し上げ、正式にお断りさせていただ
ガバナーノミニー挨拶をする
きましたところ、後日飯田正行ガバナー補佐幹事から、正式に
野堀喜作ガバナーノミニー
依頼があった旨のお話をいただきました。歴代の会長・幹事の
経験者の皆様からご承認をいただきまして、お引き受けすることを決めさせていただきました。
私がいつも思っているのは、運動会の場内整理をしていたところリレーがあって、バトンが落ちて
きたのですが、場内整備をしている関係で、バトンを拾い上げたら、拾ったあなたが走りなさいと言
われているようなものだと感じております。私は選手でもありませんし、まったく候補者でもなかっ
たところ、誰もいないし、時間もないんだから急げと言われて、間違った電車に乗ってしまったよう
なものだと感じております。
それから会合に出席するたびに、年間で１５０日でなさいなどと言われますが、そんなに活動して
いたら、家や会社が無くなってしまうのではないかと懸念しております。その時には皆様にお願いし
て、浦島太郎になったときは助けていただきたいと思います。
そのようなことで、明日正式に決定されるようです。妻はロータリーのことに触れると嫌な顔をし
ておりますが、妻と一緒に参加する会議も多々ございますので、目の前にニンジンをぶらさげて、今
から理解を深めてもらおうと準備しております。
そのような訳で、つくば学園ＲＣに恥をかかせぬよう、できる限り頑張ってまいりますので、ご協
力よろしくおねがいいたします。

移動例会案内
新年会のご案内
日時：平成２３年１月１３日（木）
１９：００開宴
（１７：３０分にホテルグランド
東雲駐車場より送迎用のバスが
出ます）
場所：筑波山江戸屋
会費：10,000円
（宿泊者は、宿泊代が別途5,000円
かかります）
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1月奥様誕生祝・結婚祝

１月結婚記念日

１月奥様誕生日
１日

菅原

浩子

様

７日

増田 忠則

会員

・

正子

様

３日

大里

裕子

様

１５日

路川 淳一

会員

・

優子

様

６日

岡本

淑子

様

１５日

宮武 孝之

会員

・

利美子様

１５日

中野

真粧美様

２２日

塚原 英夫

会員

・

まさ子様

２１日

沼尻

恵里子様

２８日

本田 史郎

会員

・

景子

２３日

塚原

まさ子様

12月入会された馬目圭造会員

誕生日

様
12月11日

国際親善奨学生からのお便り
昨年末に、国際親善留学生の牧田英（マキタアキラ）さんから、お便りを頂戴いたしました。ここ
でご紹介させていただきます。
大変ご無沙汰いたしております。いかがお過ごしでしょうか？
先日、私が所属していたアデレード大学院での成績評価が発表され、同時に、12月31日付で経済学
部応用経済学専攻を修了することが決定しました。また、昨日日本に帰国し、現在は就職活動を行っ
ており、来年入社に向けて忙しい日々を過ごしております。
留学前から、佐藤さんには、顧問カウンセラーとして、大変お世話になりました。また、ロータ
リー財団国際親善奨学生として、他の学生にはできない貴重な経験をさせてくれた２８２０地区の皆
様及び、ロータリー財団のご支援に大変感謝しております。
就職活動が終了次第、留学報告及び、現地で交換したバナーをつくば学園ロータリークラブまでお
届けに参りたいと思っています。その際は、前もって連絡いたします。
よいお年をお過ごしください。
2008-09年度ロータリー財団国際親善留学生 牧田 英
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１月６日 会場スナップ①
本日は、2011年第1回目の例会ということもあり、凛とした雰囲気の中で会長挨拶や副会長の挨拶を
頂戴いたしました。
今は道交法の関係で、日本酒での乾杯ができないのが残念です。（当たり前ですが）
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１月６日 会場スナップ②
本日から席替えです。皆さん自分の責がどこなのか探すのに一苦労されておりました。
写真に写る方も、いつもと違う組み合わせが多いので新鮮です。
皆様、今年もよろしくお願いいたします。

出席率報告

会員数
６６名

出席数
５１名

１月６日（木）

例会

欠席数

出席免除

メイク・ゲスト

出席率

２名

０名

７９．６８％

１５名

内無届欠席数
０名

明けましておめでとうございます。本年度は毎回出席率が発表できるように、頑張ってまいりたい
と思います。会員の皆様方も、是非ご出席いただけますよう、よろしくお願いいたします。
高野勝出席委員長 談
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１月 ＲＩ会長メッセージ

親愛なる同僚ロータリアンの皆さん、
私たちはロータリー年度の折り返し点に立っています。そして今こそが、自分たちのク
ラブの長所や短所を見直すときなのです。奇妙な考えだと思うロータリアンもいらっしゃ
るかもしれません。しかし、私たちそれぞれのクラブが実施している奉仕活動やプログ
ラムと、地区内あるいは世界各地に存在するほかのクラブの活動とが調和しているか
どうかを知る方法はほかにありません。
だからこそ、1月にはクラブの役員だけでなく、すべてのロータリアンが、それぞれのクラ
ブの評価に参加するよう奨励します。
採点表をクラブ全会員で共有する
2010－11年度会長賞プログラムはすべての奉仕部門に関する採点表となるものとして立案されました。それは
同時に、ほとんどのクラブが実施している多くの奉仕活動やプログラムのチェックリストでもあります。
各クラブの会長は、それぞれのクラブが会長賞に該当するかどうか、この採点表に必要事項を書き込み、2011年
の3月31日までにガバナーに提出するよう求められています。この採点表は、文書で通知するか、例会で発表する
かして、クラブの全会員と共有されなければなりません。
すべての奉仕部門にバランスの取れた活動を
会長賞に関する作業を1月に始めるということは、3月31日の締め切り前にクラブの活動の中から見つけた足りな
い点を修正する機会を提供することにもなるでしょう。それは同時に、すべての奉仕部門においてバランスの取れ
た活動をしているクラブのための、新しい「会長特別功労賞」を、今年度、受賞できることを、クラブリーダーたちに
知らせることにもなります。
クラブの活動が本当に最善のものなのか
今年度、私は、それぞれのクラブが実施していることや手順が本当に最善のものであるのか、それとも単なる伝
統的な慣習にすぎないのかを見直すことを勧めています。自分のクラブを毎年評価することは、まちがいなく最も
効率的で効果的な方法なのですから、例年以上に多くのロータリアンたちがそれぞれのクラブの評価に参加され
ることを求めているのです。
会長賞の採点表は、そのためのいい手がかりです。これ以外に、私たちのクラブが、本当により大きく、豊かで、
大胆になれるかどうかを知る方法があるでしょうか？
RAY KLINGINSMITH
PRESIDENT, ROTARY
INTERNATIONAL
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１月６日ニコニコＢＯＸ
石井健三

明けましておめでとうございます。

伊勢一則

昨年は、長男が公認会計士試験に合格しました。今年は、私も何かトライ
しようと思います。

川崎庄一

今年度残り6ヶ月となりました。 まだまだ事業計画も沢山残ってます。最後
まで皆様のご協力をよろしくお願いいたします。

鯨井規功

クリスマスパーティーで会長賞を頂きました。その中に宝くじが20枚入って
おりました！！なんと・・・・・2枚当たってました。合計金額600円です。ありが
とうございます。

佐藤裕光

新年明けましておめでとうございます。 本年もよろしくお願いします。 私
事ですが、３回目の受験戦争が終りました。残るは学費を稼ぐのみです。
（頑張るぞー親父！）

鈴木敏雄

あけましておめでとう。 昨年は12年には誕生祝をいただきまして、ありが
とうございました。 本年も引き続き、よろしくお願いいたします。

高野勝

新年おめでとうございます。 麻雀、ゴルフ打ち始め！絶好調で自分でも
ビックリ？今年は息子の嫁も決まり、いい事が多すぎて大きな落とし穴等に
はまらない様、自重自我しながら行きたいと思います。

塚原英夫

妻の誕生祝いありがとうございます。私より2ヶ月年上です。 1月23日→
１，２，３と覚えてもらいやすい数で、うらやましいです。

塚原英夫

新年明けまして、おめでとうございます。 今年はニ黒土星は良い年のよう
です。 頑張ります! いろんな意味で・・・！

前島正基

明けましておめでとうございます。 ロータリー活動が楽しくなってきました。
本年も宜しくお願いいたします。

増山栄

明けましておめでとうございます。 野掘ガバナーノミニー、野兎の如く走っ
てください。 つくば学園全会員でのバックアップを信じて！

中野勝

妻の誕生祝いありがとうございます。 私も妻に遅れて1週間後に誕生日を
迎えます。 最近はまとめてお祝いをしています。

本日の合計

￥６６，０００－

本年度累計

￥８０４，０００－
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プログラム予告

１月 ロータリー理解推進月間

１月１３日

新年会
会場：筑波山江戸屋
時間：ＰＭ７：００開宴

１月２０日

「ロータリー財団月間に因んで」
会員誕生祝

１月２７日

「第５回 中学生と語る会」
会場：豊里中学校
時間：ＡＭ１１：５０分集合

ロータリー財団浦里浩司委員長

編集後記

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

（クラブ会報委員長：鯨井）
●２０１１年を迎えるにあたり、川崎庄一会長のご挨拶を頂戴いたしまし
た。もう半年過ぎたんだという気持ちと、まだ半年あるんだという気持ちの
両方が感じられました。皆さん、今年度も残り半年間、健康に留意して精一
杯ロータリー活動に邁進いたしましょう。
●昨年のクリスマス以来、伊達直人さんからのプレゼントが各地の児童施設
などに送られております。伊達直人さんとは、私たちが幼少の頃のテレビ番
組のタイガーマスクの主人公です。伊達直人さんは児童施設で育ち、プロレ
スの才能を見出され、虎の穴で修業をし、プロレスラーとなり、ファイトマ
ネーで、育った児童施設の支援や、子供たちに贈り物を続けておりました。
施設の運営は各地共に苦労しており、プレゼントをもらったり、ランドセ
ルをもらった子供たちの嬉しそうな笑顔が印象に残りました。あるカバン屋
では、伊達直人と名乗る方を特定できるようですが、謎のままそっとしてお
いていただきたいものです。
以前にも記載しましたが、日本の中で、もっと寄付に対する文化が定着す
れば良いと改めて感じました。自分たちの小さな努力で、大きな笑顔が生ま
れるのです。周りの方をいたわり、思いやれる相互扶助の精神あふれる社会
にしていきたいですね。

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
Page 10

FAX 029-858-0101

