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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

１月２０日（木） 例会報告
例会報告
ロータリー財団月間に因んで
ロータリー財団

浦里浩司委員長

会員誕生祝
インターシティー・ミーティング（ＩＭ）について
下村正副会長
点鐘をする川崎庄一会長

中学生と語る会について

皆葉真治幹事

幹事報告
臨時理事会承認事項
１．2011-12年度 地区役員選出の件
地区幹事
増山 栄
地区資金委員
鯨井 規功
ロータリーの友委員
飯田 正行
ホームページ委員
齋藤 修一
ホームページ委員
篠崎 忠志
幹事報告をする皆葉真治幹事

２．ＩＭ途中経過
出席予定者：２００名
会場
：ホテルグランド東雲
1月27日
劇団ＭＭＣ打合せ予定
1月19日
枻出版社長 上野会員打合せ済み
会場案内係はおかない
友愛コーナーの設置
左の写真は、野堀喜作ガバナーノミニーと、
地区役員に選出された会員の皆様です。
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ロータリー財団月間に因んで
ロータリー財団月間に因んで
ロータリー財団

浦里浩司委員長

11月がロータリー財団月間ですが、今年度は11月に移動例会
などがありまして忙しかったものですから、1月にロータリー財
団に因んだ報告をさせていただくことになりました。米山奨学金
に引き続き、ロータリー財団に対する個人寄付及びポリオ特別寄
付ということで、非常に心苦しいところではございますが、皆様
方のご協力をお願いしたいと思います。
ポリオ特別寄付の５０ドルは、ポリオ撲滅活動資金としての寄
付です。また、個人寄付は１００ドルです。現在ロータリーの為
ロータリー財団
替レートが８４円ですので、今回の寄付額は、１２，６００円に
浦里浩司委員長
なります。
また、先日下館におきまして、１００％・ポール・ハリス・フェロー・クラブになるための講習会
に参加して参りました。受付でつくば学園ＲＣさんは、すでに１００％該当クラブなのに熱心だねと
声をかけられました。よくわからずに参加しましたが、１度取ってしまえば、申請しなくても大丈夫
だということを勉強してまいりました。
現在日本では、約２，３００クラブがありまして、１００％該当クラブは１２１クラブしかないそ
うです。そのうち、茨城県には６０クラブがあって、１７クラブが該当しております。その中の１つ
が、つくば学園ＲＣです。この講習会には、いまだ未達成のクラブがいらしてましたが、皆さんに勉
強熱心なクラブですねと褒められました。
ロータリー財団寄付につきましては、今月から集金をさせていただきますので、ご協力お願いいた
します。

ポール・ハリス・フェローとは？
年次プログラム基金、ポリオ・プラス、人道的補助金プログラムへ、１，０００ドル以上寄付した
人、または、ある人の名義で同額以上の寄付が行われた場合、その名義人は、ポール・ハリス・フェ
ローとなることができます。新しくポール・ハリス・フェローとなった方には、認証状と襟ピンが贈
呈されます。

１００パーセント・ポール・ハリス・フェロー・クラブとは？
クラブの正会員全員がポール・ハリス・フェローとなったロータリー・クラブは、「１００パーセ
ント・ポール・ハリス・フェロー・クラブ」として認証され、ロータリー財団から１度限りの特別な
バナーが贈られます。
この表彰を受けるには、以下の手順に従うことになります。
１．会費を納めているクラブ会員全員がポール・ハリス・フェローであることを確認した上で、ク
ラブの代表が地区ガバナーに連絡します。
２．地区ガバナーは、全クラブ会員がポール・ハリス・フェローであることを確認した後、ロー
タリー財団に通知します。この通知とバナーの要請は、Ｅメールで行うこともできます。
この表彰を受けるにあたって、クラブの名誉会員ならびに元会員は、ポール・ハリス・フェローで
ある必要はありません。
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インターシティー・ミーティングについて
ＩＭについて説明する下村正副会長
２月６日（日）１４：００～１８：３０までＩＭをホテルグラ
ンド東雲にて開催いたします。クラブ全員でＩＭを成功させた
いと思いますので、会員の皆様のご協力をお願いいたします。
現在予定している当日のタイムスケジュールなどをご説明いた
します。
１３：３０ メンバー集合 登録の準備
１４：００ 受付開始
１４：３０ 開会 司会 中山正巳ＳＡＡ委員長
点鐘 野堀喜作ガバナー補佐
ＩＭについて説明をする
国歌斉唱 参加者全員
下村正副会長
ソング・リーダー 佐藤裕光会員
主催者挨拶・来賓紹介 野堀喜作ガバナー補佐
来賓として、山崎清司ガバナーと永井靖彦第６分区ＩＭリーダー
第６分区のパストガバナーがいらしたら紹介します
歓迎の挨拶 川崎庄一会長
来賓の挨拶 山崎清司ガバナー・永井靖彦第６分区ＩＭリーダー
１５：００ 友愛コーナー
１５：１０ 講演 (株)枻出版社 代表取締役社長 角謙二氏
講演のタイトルはこれから決定します
１６：５０ 謝辞 野堀喜作ガバナー補佐
感想 永井靖彦第６分区ＩＭリーダー
お礼の言葉 野堀喜作ガバナー補佐
閉式の言葉 飯田正行分区幹事
１７：００ 友愛コーナー
１７：１５ 懇親会 司会 菅原俊親睦活動委員長
開会の言葉 下村正副会長
乾杯 東郷治久直前会長
アトラクション 劇団ＭＭＣ
閉会の言葉 菅原俊親睦活動委員長
ロータリーソング 「手に手つないで」
１８：３０ 閉会
会場設営に関して
駐車場には、入り口にＩＭ会場の看板を２ヵ所設置予定です。
会場自体の看板は、ホテルグランド東雲で用意していただけます。
参加者は、１３６名＋つくば学園ＲＣ会員＋土浦ＲＣで約２００名を予定しております。
会場は２階の３部屋を使用します。
会場内は、テーブルなしの椅子のみで２００席用意いたします。
つくば学園ＲＣの会員には襷を用意いたしますので、参加者のお迎えをお願いいたします。
懇親会はバイキング方式です。またテーブルと椅子を用意して、着座形式で行います。
詳細は後日改めてご案内いたしますので、ご協力よろしくお願いいたします。
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中学生と語る会のご案内
中学生と語る会のご案内
新世代奉仕委員長

安藤

栄敏

今年度も豊里中学校の生徒との『中学生と語る会 働くってなん
だろう。』を下記の通り開催いたしますので、皆様のご参加をお願
いいたします。
記
１．日時：１月２７日（木）
２．場所：豊里中学校 体育館
３．スケジュール
１１：５０ 集合（豊里中学校 ２Ｆランチルーム）
１２：００ 例会 昼食（会員・講師）
１３：２５ 開会式
１３：４０ 中学生職場体験発表
１３：５５ 基調講演 ３０分間
１４：３５ グループディスカッション① ２０分間
１５：００ グループディスカッション② ２０分間
１５：２５ 閉会式
１６：００ 解散

中学生と語る会のご案内をす
る、皆葉真治幹事

1月会員誕生祝

1月会員誕生日
１日
２日
１４日
１８日
２２日
２４日
２４日
２８日
３１日
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野堀
小関
石川
大山
中野
磯山
菅原
塚越
川崎

喜作
迪
英昭
敬次
勝
正蔵
俊
俊祐
庄一

会員
会員
会員
会員
会員
会員
会員
会員
会員
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１月２０日 会場スナップ①
本日は、会場が本館ではなくアネックスでした。その関係ではないでしょうが、少しさびしい人数で
の例会となっておりました。ＩＭ開催を直前に控えて、打ち合わせなどもありますので、多くの方のご
参加をお待ちいたしております。
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１月２０日 会場スナップ②
本日の司会は、岡本武志ＳＡＡ副委員長が担当されておりました。出席率の発表も兼任です。今日は
大忙しの1日となりました。

ガバナー補佐（Ａｓｓｉｓｔａｎｔ Ｇｏｖｅｒｎｏｒ）とは？
前回の会報でガバナーについて記載しましたが、現在野堀喜作会員が任命されているガバナー補佐に
ついての豆知識を記載させていただきます。
ガバナー補佐とは、激務となるガバナーを「補佐」する責任を負うために、理事会の方針に従い、
ガバナーから任命される役職です。
1996年2月のＲＩ理事会で、ガバナーの責務を軽減するため、「地区リーダーシップ・プラン」
（District Leadership Plan＝ＤＬＰ）が承認されました。1997-98年度、このＤＬＰを採択した地区
は、複数のガバナー補佐を任命できることになりました。ＤＬＰには、ガバナー責務を軽減するばか
りでなく、ガバナー補佐がガバナーの責務を分担することで、地区の運営の再編成が今まで以上に可
能になったり、より柔軟性をもった公式訪問が実施できるようになるという効果がありました。
ガバナー補佐の仕事とは、地区の中を分けて、1人のガバナー補佐が数クラブを担当することによ
り、ガバナーはクラブの管理面に付随する任務の多くを補佐に委任できることになりました。
具体的にガバナー補佐は、ＰＥＴＳや地区協議会に出席したり、各クラブの公式訪問に出かけた
り、その訪問スケジュールや計画を立てたりします。地区大会の各クラブ紹介の折、ガバナー補佐が
自分の担当しているクラブについて、一言コメントを添えて紹介するという例も増えてきました。
ガバナー補佐になるためには、少なくとも3年間名誉会員以外の会員身分であること、「地区内ク
ラブに所属している瑕疵なき会員」であること、「クラブ会長を全期務めた経験」などが必要です。
ガバナー補佐は、毎年地区から1年の任期で任命されるものですが、地区指導者の継続性を図るた
め、そして多くの指導者に奉仕の機会が提供できるように、その1年の任期は3期までに限って務める
ことが推奨されています。
研修は、ガバナーエレクトにより行われます。ガバナーエレクトは、地区諮問委員会や地区研修
リーダーの協力を得て、ガバナー補佐の研修プログラムを開発、実施する義務を負っています。
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１月２０日ニコニコＢＯＸ
川崎庄一

誕生祝いありがとうございまいた。 2月6日のIM全員登録ですので、皆様出席
よろしくお願いします。

菊地克之

昨年末から、株式相場も、電気自動車の充電器関連が牽引し、急に忙しくなり
ました。 今年は、本日は初の出席です。

倉持武久

正月4日は二番目の孫が生まれました。我家の場合、子供が２人とも男、孫も
２人男でした。

高橋恵一

白鵬の64連勝、24連勝を稀勢の里が止めました。稀勢の里に負けなければ、
88連勝というとんでもない記録のはずでした。 私は先場所の連勝を止めるの
も稀勢の里と予想したし、今場所も前の日に、魁皇に負けた稀勢の里を見て、
白鵬は油断するなと思い予想は的中しました。競馬や商売に、この勘が働けば
良いのだけれど！！

中野勝

誕生祝いありがとうございました。 遂に大台に乗りました。息子も成人式です
から、仕方がないですね。

野掘喜作

誕生日のお祝いありがとうございました。 60歳プラス2歳になりました。 いた
だいたお酒でお祝いします。

野掘喜作

1月8日のガバナー選出委員会でガバナーノミニーに選出されました。皆様、
宜しくお願い致します。

出席率報告

会員数
６６名

出席数
４６名

本日の合計

￥３６，０００－

本年度累計

￥８４０，０００－

１月２０日（木）

欠席数
２０名

内無届欠席数
０名
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例会

出席免除

メイク・ゲスト

出席率

２名

０名

７１．８５％
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プログラム予告

TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I.

２月 世界理解月間

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

２月０３日

会長挨拶
四半期決算報告・委員長報告
２月奥様誕生・結婚祝
１月ニコニコ大賞

２月０６日

ＩＭ（インターシティー・ミーティング）

２月１０日

休会

２月１７日

ディスカッション例会
２月会員誕生祝

２月２４日

職業奉仕報告卓話

（２月６日振替の為）
「各業界の今後の見通し」

「小関迪会員」

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）
●公的年金の支給総額が２００９年度に初めて５０兆円を突破し、名目国内
総生産（ＧＤＰ）に対する割合が１割を超えました。年金の受給者数は３７
０３万人と、前年度と比べて３．１％増えた一方、支え手である加入者数は
０．９％減の６８７４万人に減少しました。これは現役１．８人で受給者１
人を支えることを意味しており、このままでは制度の存続が危ういことを示
唆しております。
ちなみに、アメリカにおける年金支給額のＧＤＰに占める割合は６％であ
り、経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）加盟国の平均は７．２％となっておりま
す。さらに団塊の世代が受給年齢に達する１２年以降年金支給額はさらに拡
大が予想され、２５年度には６５兆円まで膨らむ見通しとなっています。
政務は６月をめどに税と社会保障の一体改革案を取りまとめる予定となっ
ております。年金の支給開始年齢の引き上げや、年金自体を税額方式に移行
する案や消費税率の引き上げなど様々な案が検討されております。
国民が安心して老後を迎えられる国作りを目指してほしいものです。

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

