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 ３月３日（木） 例会報告  

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. 

３月第１例会会長挨拶     川崎庄一会長  

 前回の例会で岡添紘樹米山奨学会委員長より、米山記念奨学会に

対する寄付者が50名になりまして、1人平均で20,000円を達成

したとの報告がありました。今まで50名を超えたことはありませ

んでした。今年が初めてです。 

 先日第2820地区の米山記念奨学会久野茂総括委員長から連絡

がありまして、稲敷RCが4月1日から引受ける予定であった米山

奨学生を辞退したい旨の連絡があったそうです。久野茂総括委員

長が山崎清司ガバナーと相談したところ、是非つくば学園RCさん

にお引き受けを依頼してくださいとの回答でした。本来は1人当

たりの寄付金が20,000円を達成した3年後から奨学生の受け入れ

ができるのですが、今回は特別に奨学生の受け入れが可能となりました。私どものクラブで最後に奨

学生を受け入れたのが平成17年でした。米山奨学生の受け入れについて、先ほどの理事会で承認をい

ただきました。そしてカウンセラーについては、米山奨学会委員長である岡添紘樹委員長にお願いす

ることも理事会で承認いただきました。 

 今回第2820地区には、28名の奨学生が割り当てられました。出身校別に見ますと、筑波大学が

16名、茨城大学が9名、流通経済大学が3名です。それと期間延長の方が1名おりまして、その方を含

めますと合計で29名ということになります。国別に見ますと中国が18名、韓国が7名、インドネシア

が1名、台湾が1名、デンマークが1名です。 

 今回4月1日から私どものRCに来る方は韓国の方でお名前は申分浩（シン・ムノ）さん。34歳の妻

子持ちの方です。筑波大学の博士課程の3年生です。期間は4月1日から来年の3月31日までとなりま

す。奨学金は現在14万円です。14万は本部の方から振り込みま

す。交通費の5,000円をクラブで負担しまして、月14万5,000

円を奨学金として支給できる見通しであります。 

 また山崎清司ガバナーは、先日のＩＭの懇親会での劇団ＭＭＣ

の踊りの印象が強かったそうです。写真も何枚もお撮りになって

いらっしゃいました。3月号の月誌に是非掲載したいので資料を

送ってほしいと依頼されまして、石井健三会員から劇団ＭＭＣに

関する資料を送っていただきました。3月の月誌を是非ご覧に

なってください。 

 それからニコニコＢＯＸがまだまだ目標達成できておりません

ので、未達成の会員の方は是非ともご協力よろしくお願い致しま

す。 

点鐘する川崎庄一会長 

会長挨拶をされる川崎庄一会長 
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 幹事報告 
  

2010-11 Vol. 32 TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

幹事報告           小城豊副幹事 
理事会報告 

 承認事項 

 1．４月プログラムの件  井田充夫プログラム委員長 

 2．観桜会の件      菅原俊親睦活動委員長 

 3．アクト決算報告の件  塚原英夫新世代奉仕副委員長 

 4．識字率向上の件    齋藤修一社会奉仕委員長 

 5．２５周年記念例会式典（案）及び 

     ３クラブ合同例会開催の件 

              下村正25周年実行委員長 

 6．米山奨学生受入れの件    

 7．ソロプチニストチャリティーゴルフ参加の件 

 8．ニュージーランド地震災害義捐金の件  

幹事報告をする小城豊副幹事 

 お客様挨拶① 

金子元則第2820地区新世代奉仕総括委員長挨拶 
 皆さまこんにちは。新世代総括委員長の金子元則です。日

頃つくば学園ＲＣのプログラムには、何度も参加させていた

だいております。ありがとうございます。 

 本日は私の尊敬する田口幸男会員から「ローターアクトの

報告があるから例会に参加してみれば」とお誘いいただきま

して参加させていただきました。 

 金雅烔会長は、私が真壁ＲＣの米山奨学生のカウンセラー

をした時の奨学生でございます。金会長が今年で卒業されて

社会に旅立つこともわかっておりましたので、本日例会に出

席させていただきました。 

 私は、つくば学園ＲＣの皆様とは、いつも一緒にいるよう

な気持ちでおります。本日はＳＡＡの方から過大なるご紹介をいただきましたが、たまたま私はロー

ターアクトに係わりまして、真壁ＲＣがローターアクトを提唱している関係で、つくば学園ＲＣも兄

弟であるという意味で、つくば学園ＲＣの皆様には親近感を抱いておりました。野堀喜作ガバナーノ

ミニーを輩出されて、皆様方は大変お忙しくなると思います。これは私の個人的なことですが、つく

ば学園ＲＡＣは非常にインターナショナルで、金雅烔会長が頑張って筑波大学の後輩たちにＰＲ活動

をして勧誘しております。これは第2820地区としてもうれしいことであるし、留学生の皆様にロータ

リー活動を理解してもらうためにも、つくば学園ＲＡＣの環境は最高だと思っております。 

 これからもつくば学園ＲＣの皆様には、将来野堀喜作ガバナーノミニーを筆頭に地区を活気づけて

いただくために、新世代に対しては特にご支援ご協力をお願いしたいと思います。 

 本日は石川英昭理事長もいらっしゃいますので、インターアクトも野堀喜作会員がガバナーになら

れる年度には、是非ご検討をお願いいたしたいと思います。 

 これからも、皆様のご支援を頂いて、第2820地区のために新世代奉仕委員会の総括委員長として頑

張ってまいりますので、今後ともよろしくお願い致します。 

金子元則新世代奉仕総括委員長 
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   お客様挨拶② 
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つくば学園ＲＡＣ金雅烔会長 
 本日はよろしくお願い致します。私ごとですが、7月から六本木

のつたやで働くことになりました。本日つくば学園ＲＡＣの活動報

告をさせていただきますが、活動報告の前に、私自身4月からつく

ばを離れてしまいますので、現在の状況と4月からの展望と来年か

らの展開をご報告させていただきます。 

 まず現在の状況からご説明いたします。現在会員数は8名です。

日本人が4名、韓国人が2名、中国人が2名です。これが4月になる

と4名になってしまいます。問題はこの4名がアクティブに活動で

きるするには難しい状況にあることです。そうすると来年度のＲＡ

Ｃ第2820地区代表として石塚美沙さんを輩出しますが、クラブの

支援が必要な時にメンバーがいないということになります。私もできるだけ支援しようと思います

が、つくば学園ＲＣの皆様にも会員増強をお願いしたいと思いまして、私が活動した5年間の中でどの

ような立場の方が活発的に活動をしたかをご説明いたします。 

 私自身ＲＡＣ活動に参加して、人前で日本語でお話ができるようになりましたし、人脈も広がりま

した。韓国の後輩が日本に来た時にＲＡＣの経験を話して入会してはもらいますが、なかなか打ち解

けられずにやめてしまいます。最初は理由が理解できませんでしたが、人から誘われてではなく、自

らやりたいというやる気のある人を誘うことが大切だということに気づきました。そのため、米山奨

学生を誘えばいいと考えましたが、ＲＡＣの活動にはあまり興味がない方もいらっしゃいます。米山

奨学生の中でＲＡＣ活動に積極的な方を探すのが課題です。 

 また、ＲＡＣ活動というよりも人との出会いを楽しみに感じる方もいます。人を多く集めるという

よりは、周りに人との出会いが好きで、ボランティアに興味のある方や、人との交流が好きそうな若

者が周りにいらっしゃれば、是非ご紹介いただければと思います。 

 最後に個人的なお願いですが、石塚美沙さんの地区代表をサポートしていただきたいことです。石

塚美沙さんは、誰よりも力強く元気な地区代表になると確信しております。是非ともロータリアンの

皆様には応援とご協力をお願いいたします。 

 ロータリアンの皆様のご協力で、この半年間有意義で楽しい例会ができました。これからも卒階ま

で頑張りますので、これからもよろしくお願い致します。ありがとうございました。  

金雅烔つくば学園ＲＡＣ会長 

 奥様誕生・結婚祝 

 奥様誕生日 
３月 ８日 野堀 敏子様 

３月２７日 浦里 晴美様 

３月２８日 増田 正子様 

結婚記念日 
３月１２日 山田 普 会員・ 公子様 

３月１５日 田上 憲一会員・ 幸子様 

３月２３日 古本 捷治会員・ 邦枝様 

３月２３日 高柳 春介会員・美代子様 



Page 4 

    ３月３日 会場スナップ①   

2010-11 Vol. 32 TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

 本日の例会は、第1例会で会長の挨拶がありました。その中で、我がつくば学園ＲＣが来年度特別に

奨学生が受け入れられる旨のお話がありました。私自身入会してから初めての体験ですので非常に楽し

みです。米山総学生の卓話が今から期待しております。 
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    ３月３日 会場スナップ②   

2010-11 Vol. 32 TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

 本日は桃の節句です。それに因んで事務局の服部さんがお菓子を用意してくれました。服部さん、あ

りがとうございます。みんなで美味しくいただきました。 

飯田正行会員に第2820地区ロータリーの友

委員の委嘱状を授与する川崎庄一会長 

 報告依頼事項 

２月のニコニコ大賞を受賞した大野治夫会員

もう1人は浦里浩司会員でした。 
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    ３月６日 ２５周年記念事業報告   

2010-11 Vol. 32 TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

 3月6日（日）つくば市のノバホールにて、つくば学園ＲＣ２５周年記念事業「チャリティー・コンサー

ト」が開催されました。このチャリティー・コンサートは石井健三会員のご協力の下、第１部菫・愛の蝶々

のように他、第２部おぺらった「庭にはニワトリ二羽にワニ」、第３部オペラリアの構成で、第２部と第３

部の間につくば学園ＲＣ合唱団による「見上げてごらん、夜空の星を」を歌わせていただきました。  

 また、会場入り口に募金箱を設置させていただいておりました。皆様方のご協力をいただきまして、

102,951円寄付が集まりました。これを社会福祉協議会、ロータリー財団（ポリオ撲滅基金）、ニュージー

ランド義捐金の3か所に寄付させていただきます。ありがとうございました。 

上の写真は、川崎庄一会長の挨拶とつくば学園ＲＣ合唱団の雄姿です。合唱している所の全景を会場後方よ

り撮りました。少し空席があるようですが、これは合唱団のメンバーの席です。会場は満席でした。 
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 ３月３日ニコニコＢＯＸ              
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本日の合計 ￥３７，０００－ 

本年度累計 ￥９９２，０００－ 

 出席率報告   ３月３日（木）  例会 

会員数 出席数 欠席数 内無届欠席数 出席率 

６６名  ４５名  １９名  ０名 ７３．４３％ 

出席免除 

２名 

メイク・ゲスト 

２名 

金子元則   

 つくば学園RCの皆様に、地区新世代奉仕に絶大なる、ご支援を心から感謝申し

上げます。 暖かい皆様の笑顔にエネルギーを感じ、感謝します。 キム・アヒョン

RAC会長のこれからの御活躍を期待します。 

飯田正行   

 だいぶ遅くなりましたが、IMへのご協力ありがとうございました。”楽しくなければ

ロータリーじゃない。素敵な仲間を作りましょう！”のテーマ通り楽しいIMだったと

思います。 

田上憲一    結婚記念祝ありがとうございます。 

田口幸男    金子委員長 本日はご苦労様です。 

野堀喜作   
 女房の誕生祝いありがとうございました。毎週、土・日はロータリー、ロータリー

で家庭内別居状態です。 ロータリーのプレゼントで少し名誉回復できそうです。 

前島正基    妻への誕生プレゼントありがとうございました。 

増田忠則   
 ロータリーのお蔭で妻の誕生日を忘れず、お祝いできます。 ありがとうございま

す。 



編集後記              （クラブ会報委員長：鯨井） 

●今回はつくば学園ＲＡＣ金雅烔会長から半期の活動報告がありま

した。その中で来年度はメンバーが４名になってしまいますとの報

告がありました。せめて10名は会員数がほしいなと思います。ロー

タリー自体の会員増強も大変ですが、ローターアクトが大変な状態

の時に手を差し伸べてあげるもの提唱クラブとしての責任だと思い

ます。他人ごとではなく、私たちつくば学園ＲＣの会員一人一人が

メンバーの増強について真摯に取り組むことが大切ですね。金雅烔

会長、頑張ってください。 

●3月6日のつくば学園ＲＣ25周年記念「チャリティーコンサート」

に出席してきました。石井健三会員がお話していたようにチャリ

ティーにふさわしい内容のコンサートでした。その中でも特におぺ

らった「庭にはニワトリ二羽にワニ」は感動いたしました。私自身

が合唱団に入っていないのにこのようなことを書くのは気が引けま

すが、このようなおぺらったが石井健三会員の指導の下、近い将来

に自分たちができるようになると素晴らしいと感じました。 

●前原誠司前外相が外国人からの違法な献金を受けていた問題を受

けて、6日辞任しました。自民党は意気揚々と衆院の解散総選挙に向

けて攻勢を強めていますが、今それをすべき時期でしょうか？まず

は予算審議をきちんと行い予算や予算関連法案を成立させてからで

もよいのではないかと思います。国民の生活を優先してほしいです

し、今の論議は国会内での覇権争いと映ります。きちんと国益を考

えて行動する姿が国民の評価につながるのではないでしょうか？ 

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   ３月 識字率向上月間 

2010-11 Vol. 32 TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

 

  ３月１０日 職業奉仕報告卓話 「吉岡昭文会員」 
 

  ３月１７日 新入会員卓話 野村證券「馬目圭造会員」 

        会員誕生祝 
 

  ３月２４日 招待卓話 つくば市市長「市原健一様」 


