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2011/03/24 

 ３月２４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. 

会長挨拶             川崎庄一会長 
 本日は東日本大地震の発生により例会内容が変更され、まずは

全員で黙とうをささげた後、川崎庄一会長よりご挨拶がありまし

た。以下は、川崎庄一会長のご挨拶の内容です。 

 この度の東北関東大震災におきまして被災された皆様にお見舞

いを申し上げます。また、私たちの会員の中にもかなりの損害を

被った会員もいるそうです。お見舞い申し上げます。 

 先ほど臨時理事会を開催いたしました。議題は全国のガバナー

会で、今回の震災に際しまして義捐金を募ることになりました。

被災地以外のガバナーは義捐金を集めて被災地を支援しましょう

という決定がされました。被災地のガバナーは各自そして各クラ

ブごとの判断に任されております。そのため臨時理事会で話し合いをいたしました。 

 現在第2820地区では地区大会やＰＥＴＳが中止となっております。地区大会には登録料として会

員一人当たり１万円を振り込んであります。ガバナーからその中の５千円を義捐金として拠出してほ

しい旨のご連絡がありまして、各クラブで臨時理事会を開催して早急に結論を出してほしいとの申し

入れがございました。残りの５千円につきましては地区大会の開催準備のための支払を除いて返金し

ていただけることになりました。臨時理事会では５千円を義捐金として支出することを全員一致でご

承認いただきました。 

 また、ガバナーから各クラブごとまたは各分区ごとにどのような支援ができるのかを話し合い、そ

の支援に対する費用は地区に請求をしてほしいとのご要望がございました。地区には５千円づつ集め

ますと１千万円強の義捐金が集まります。臨時理事会の席で、我がクラブがどのような支援ができる

のかも話し合いをいたしました。現在つくば市には、洞峰公園の体育館と国際会議場で被災者の方を

受け入れております。洞峰公園にはシャワー設備があります。国際会議場にはありませんので、国際

会議場の被災者の方々は、洞峰公園に出向いてシャワーを使っているそうです。受け入れ開始からつ

くば青年会議所のメンバーが泊まり込みでお世話をしておりました。今でも朝晩食事の用意を手伝っ

ているそうです。 

 現在の状況は朝食と昼食がパン１個で夕食がおぎにり２個だそうです。飲み物は充分支給されてい

るそうです。炊事場がないために、例えばインスタントラーメンの類は、残った汁がすてられないた

め、もし食べるとしたら汁まで飲み干さなければならない状況だそうです。そのためつくば市が簡易

の炊事場を作る計画があるそうです。また、つくば市の職員や茨城県の職員がが交代で２４時間詰め

ているそうです。 

 そのような現状の中で、つくば学園ＲＣとしてどのような支援ができるかを先ほどの臨時理事会で

話し合いをもちました。被災者の方々が一番困っているのは炊事場とお風呂です。先日下村正副会長 

点鐘する川崎庄一会長 
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 会長挨拶（続き） 
  

2010-11 Vol. 34 TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

会長挨拶（続き） 
と２人で視察に行ってまいりました。その時にシャワーでは

なくお風呂に入りたいとお話しする方が多数いらっしゃいま

した。そこで我がクラブの支援としては、１週間に１度はお

風呂に入っていただきましょうということになりました。幸

い私どもには筑波山江戸屋の吉岡昭文会員とつくばグランド

ホテルの東郷治久会員がいらっしゃいます。そこにバスでお

連れして入浴していたき食事をとっていただきさっぱりして

いただくのがいいだろうという結論に達しました。 

 つくば市には他につくばシティーＲＣとサンライズＲＣが

あります。できれば３クラブで協力して実現してまいりたい

と思います。もし他のクラブでは別の形で支援いたしますと

いうことであれば、単独で実施いたします。 

また、観桜会の中止と２５周年記念事業の無期限延期を臨時理事会で決定しました。これらの予算

を被災者支援に回して、私たちのクラブが単独でも開催できるようにいたしました。これから２つの

クラブの会長にご連絡して話を詰めてまいります。 

それとは別に義捐金として任意で結構ですのでお願いしたいと思います。このような状況ですので

是非多くの会員の皆様のご協力をお願いしたいと思います。ニコニコＢＯＸに寄付をしていただいて

も結構です。ニコニコＢＯＸからも義捐金として拠出してまいる所存でございます。 

茨城県でも水戸より県北地域が大変な被害を被っております。県南地域ではそれに比べれば被害は

少ないですが、瓦屋根が壊れた家屋を多く見かけます。私の下にも毎日のように被害の状況が届いて

まいります。 

国際会議場は一部壁が崩れまして、３月中の会議をすべてキャンセルして被災者を受け入れており

ましたが、その修復作業が終わったそうです。４月からは会議を開催する意向だそうです。つまり被

災者の受入は３月末日までになりそうです。吉沼の体育館か茎崎の体育館がそれに代わる被災者受け

入れの候補だそうです。このような状況ですので今後ますますのご協力よろしくお願いいたします。 

会長挨拶をする川崎庄一会長 

幹事報告             皆葉真治幹事 
臨時理事会報告 

１．東日本大震災義捐金の件  承認  

   地区大会の登録料のうち５千円を拠出します。 

   被災者支援活動の具体的方法はこれから検討します。 

２．チャリティーコンサート収益金寄付の件  承認 

   ニュージーランド復興支援金 20,000円 

   ポリオ撲滅資金       20,000円 

   社会福祉協議会       残金（約10万円） 

３．プログラムの件  承認 

   4月7日観桜会は中止し。当日12時30分から通常例会を行い 

   ます。会場は後日ご連絡いたします。 

   4月9日、10日の地区大会が中止となっております。それに伴い4月14日12時30分より通常例 

   会を行います。 

   25周年事業は無期限延期です。そのため3クラブ合同例会も中止となります。 

幹事報告する皆葉真治幹事 
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   支援活動協議 
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 本日はテーブルごとにロータリアンとしてどのような支援ができるのかということを話し合い、3名

の方に報告いただきました。 

鯨井規功会員 
 被災地の方々を支援するためには義捐金か必要物資の提供だと

思います。ただし物資については状況に応じて必要なものが変わ

るでしょうから、取り急ぎ具体的な支援策としては義捐金になろ

うかと思います。ただし義捐先は慎重に選ばないといけないと思

います。 

 また、今様々な催し物が自粛されております。大勢で派手にす

るのは慎むべきだと思いますが、日本の経済を支えているのは個

人消費もあります。経済復興のためにも資金の流通は必要です。

あまり過度に自粛するのではなく、今まで通りの生活を送りま 

                しょうというのが結論です。 

田上憲一会員 
 石油については、鹿島のＪＸの輸送所が津波で壊れて今修復し

てます。コスモ石油は千葉や日立や仙台で火災が発生しました。

茨城県は鹿島から石油が供給されます。鹿島が復旧するまでは横

浜の根岸製油所を使ってます。災害地へは根岸製油所や京都や北

海道から貨車やタンクローリーでで運んでおります。タンクロー

リーが被災地に行っておりますので茨城には手が回らず品薄と

なっております。 

 手元にある在庫は、緊急車両用や病院や研究機関の非常電源用

に優先的に販売しました。病院や研究機関は今まで停電を想定し

ていなかったので、タンクがほぼ空でした。２万リッターを給油したところもありました。また、ガ

スのメーター機は震度５以上で耐震装置が働きます。そうするとガスが出ませんので解除しなければ

なりません。その復帰作業が大変でした。 

 石油はに関しては、来週の中ごろにはほぼ普段の状況に復帰すると思います。 

東郷治久会員 
 観光に関しては3月11日以降はすべてキャンセルでした。4

月も多分全滅だと思います。首都圏のお客様が多いのですが、

わざわざ福島の原発に近いところにはいかないよというのが主

な理由です。茨城県は避難民の受入を積極的に対応いたしてお

ります。昨日観光庁から通達がきまして、1人5,000円を負担す

るから旅館に泊めたらどうだという提案がありました。 

 旅館自体もかなり激しくダメージを受けました。ライフライ

ンがすべて滞りました。応急処置をしてなんとか今月末には営

業が再開できる見通しがたちました。 

 駅からあるける範囲のホテルは宿泊客が多いそうです。関東以外からの応援部隊の方が新幹線で

きて駅近のホテルに泊まるそうです。ちなみにホテルばかりでなく、飲食・学校も厳しい状況がし

ばらく続きそうです。 
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    ３月２４日 会場スナップ①   

2010-11 Vol. 34 TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

 本日の例会は、東日本大震災後の初めての例会でした。皆様の無事なお顔が拝見で来てホッとしまし

た。会員の中でも大なり小なり被災を被っておりますが、お怪我などがなかったのが幸いでした。お話

の中心は、この状況がいつまで続くがになってました。 
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    ３月２４日 会場スナップ②   
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 中山正巳ＳＡＡ委員長より、本日から来月にかけてのニコニコＢＯＸは義捐金目的にさせていただき

ますとのご報告がありました。皆様方のご協力よろしくお願いいたします。 

綿引信之副会長からの被災状況の報告 
 綿引信之副会長より震災後の状況が皆葉真治幹事より報告され

ました。 

 本店は現在半分の規模で営業しております。15日に水と電気が

復旧しました。震災から3日間はビニールハウスでの生活でし

た。従業員は全員無事です。一番被害が大きいのは駅ビルのお店

で、駅ビル自体が復旧の見通しがたっていない状況です。電車も

水戸から勝田が動いておりません。筑波西武店は17日から営業い

たしております。皆様によろしくお伝えください。 

例会変更のご案内 
  ４月７日（木）の夜に予定されていた観桜会が中止となり通常例会となっております。 

  ４月９日（土）・１０日（日）に予定されていた地区大会が中止となり、４月１４日（木）    

  通常例会となっております。会場や内容は後日事務局よりご連絡いたします。 
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   ＲＩ会長メッセージ４月号 
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親愛なる同僚ロータリアンの皆さん、  

 ほとんどのロータリアンは、ロータリーが何十年にもわたって四大奉仕部門のもとに活

動してきたことを知っています。すなわちクラブ奉仕、職業奉仕、社会奉仕、それに国際

奉仕です。しかしながら、2010年の規定審議会でまれな出来事が起こりました。その規

定審議会で、これまでの規定審議会で否決されてきた第五の奉仕部門を付け加えると

いう立法案が採択されたのです。 

 

「新世代奉仕」がひとまとめに 

 新しい部門は「新世代奉仕」と呼ばれ、この変更によって若干の混乱と懸念を生じまし

た。この立法案の提案者は支持の理由書を添付していませんでした。従って、私たちは

文書化された提案者の論理的根拠は持っていません。しかしながら、私には、新世代向けのロータリーのプログラム

に対して、さらに多くの関心を集めることがその目的であり影響であるように思えます。 

 インターアクト、ＲＹＬＡ、ローターアクト、それにロータリー青少年交換などのロータリーのプログラムは、若い人々

にとって世界で最も優れたものの一つでしょう。しかしながら、クラブや地区レベルではこれらのプログラムが社会奉

仕と国際奉仕に分かれていて、そのことによって調整はさらに難しくなっていました。五大奉仕部門への変更により、

それぞれのクラブや地区は、若い人々のためのロータリープログラムを監督したり推進したりするための理事、ある

いはコーディネーターを一人置くだけで済むことになります。 

 

ロータリーへの好ましい影響、肯定的な記憶 

 新世代と一緒に行う私たちの活動には、二つの有益な恩恵があります。第1に、親睦、奉仕、高潔性、多様性、リー

ダーシップといったロータリーの中核となる価値観に接することによる、参加者たちへの好ましい影響。第2に、参加

者のその後の生活において、ロータリークラブに入る動機となるようなロータリーへの肯定的な記憶。私たちは、プロ

グラムの参加者たちをロータリー会員に迎え入れるために、より良い仕事をする必要があります。さらに参加者たち

がそれらのプログラムを終える際、それぞれの名前やEメールアドレスを記録に残すなどの計画を立てる必要があり

ます。 

 

新世代プログラムの参加者を会員に 

 従って、実際には2010年の規定審議会では、新しいプログラムを一切創設していません。しかし、第五の奉仕部門

を付け加えたことによって、新世代のためのプログラムを将来に向かってより大きく、より良く、そしてより豊かにしよ

うという私たちの探求、そして、より多くの参加者たちを会員に取り込む手助けとなるでしょう。一挙両得の理想的な

事例です。  

 

                                                           RAY KLINGINSMITH 

                                               PRESIDENT, ROTARY INTERNATIONAL  
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 ３月２４日ニコニコＢＯＸ              
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本日の合計 ￥１２６，０００－ 

本年度累計 ￥１，２６５，９５１－ 

 出席率報告   ３月２４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 ７７．４１％ 

出席免除 

２名 

メイク・ゲスト 

０名 

石井健三   義援金 

伊勢一則   頑張ろう 日本！ 

上野 修   ガンバロウ 日本！ 

大堀健二   がんばれ 日本！ 

岡添紘樹   
ガンバレ 日本。 あいがとう自衛隊･消防･警察。                          

しっかりしろ！ 政府・マスコミ 

岡本武志   事務所は被災しましたが、自宅と身体は無事です。 『がんばろう！日本』 

小城 豊   ガンバロウ 日本！ 

川崎庄一   東北関東大震災、被災された方々のお見舞いを申し上げます。 

鯨井規功   頑張れ 日本！ 

倉持武久   義援金 

下村 正   がんばろう 日本！  つくば学園RC手を継ごう 

高野 勝   ガンバロウ 日本！ 

塚越俊祐   ガンバロウ 日本！ 

中山正巳   がんばろう 日本！ 

本多史郎   頑張ろう JAPAN！ 

増山 栄   頑張ろう 日本！ 

馬目圭造   がんばろう 日本！ 

皆葉真治   たちあがれ 日本 

  

 本日は多くの会員の皆様に義捐

金のご協力をいただきました。 

 ありがとうございます。 



編集後記              （クラブ会報委員長：鯨井） 

●東日本大震災の発生から約2週間が経過しましたが、いまだに被害

の全貌が見えてこない状況が続いております。あらためてその被害

の大きさに驚愕いたします。 

●今回の震災に関して、海外から支援の手が差し伸べられておりま

す。１３３の国や地域、３９の国際機関から申し出がありました。

また様々なスポーツや芸能界からも支援活動をしていただいたり復

興支援をしていただいております。アメリカ軍の救援活動の作戦名

は「オペレーション・トモダチ（トモダチ作戦）」です。これらの

支援活動は非常にうれしく感じますし、勇気づけられます。ありが

とうございます。 

 これも今まで日本が、率先して救援活動をしてきたからだと思い

ます。先日のニュージーランドの震災の時にもまっさきに駆けつけ

て救援活動を行いました。そのため日本が有事の際には手助けを申

し入れる国や機関が多いのだと思います。早期の復興が支援してい

ただいている皆様方へのお礼になります。頑張ろう、日本！ 

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   ４月 ロータリー雑誌月間 

2010-11 Vol. 34 TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

  ３月３１日 新入会員卓話 野村證券「馬目圭造会員」 

        会員誕生祝 
 

  ４月 ７日 会長挨拶 

        奥様誕生祝・結婚祝 

        3月ニコニコ大賞 
 

  ４月１４日 通常例会 
 

  ４月２１日 招待卓話 筑波銀行 総合企画部 経済調査室長「熊坂敏彦氏」 

        「茨城の新産業について」 

        会員誕生祝 
 

  ４月２８日 職業奉仕報告卓話 「石川英昭会員」 


