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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

４月７日（木） 例会報告
会長挨拶

川崎庄一会長

毎日痛ましい報道が続いております。心よりお見舞い申し
上げます。
まずは先々週より検討して参りました避難者の方々の支援
事業についてお話しいたします。3月11日の震災の後、洞峰
公園で避難者の受入を始めましたのが３月16日です。私と下
村正副会長が洞峰公園で状況確認して参りましたのが3月18
日です。ガバナー会が開催されたのは3月24日です。その席
で4月25日に全会員から5,000円づつ寄付を募り被災地に分
点鐘する川崎庄一会長
配することが討議されました。その席で被災地のガバナーか
ら4月25日ではあまりにも遅すぎるという意見がありまし
て、3月20日にガバナー会の議長から被災県のガバナーに、被災地については日本ロータリー
に義援金を振り込まずに被災県のロータリーで支援活動にまわしてくださいとの緊急連絡が入
りました。その後山崎清司ガバナーから各クラブの事務局に3月23日付で緊急連絡が届きまし
た。その内容は各クラブ毎に被災者の支援に取り組んでほしいという要請でした。その後24日
から被災者の支援事業を検討して参りました。31日の例会の後に、3クラブでの会合を持ち、
つくば市役所の対策課に申請したところ、私どもの企画した支援内容ではなく、避難所におけ
る精神的な疲れをケアする支援か子供の教育に関する支援をしてほしい旨のお話をいただきま
した。またつくば市に避難している方々は、一番多い時には570名ほどおりましたが、本日の
状況は35名ほどになっております。
一方ロータリーの支援とは別につくば青年会議所も支援活動をしておりました。つくばＪＣ
は3月1６日に避難者が洞峰公園に来るとの情報を入手した後、水と毛布を調達するように会員
全員に２時半に一斉メールを配信し、4時には10名ほどが水と毛布を持参するという迅速な対
応でした。筑波山でホテルを経営している会員は、営業がしばらくできないことを見込んで毛
布を100枚持ってきたそうです。私の息子もパンを180個と100リッターのタンクを購入して
飲料水を入れて持っていきました。7時には20名の会員が集まり、おにぎり250個や日用品を
持ち寄っておりました。その後食事の配膳や片付けを担当しておりました。また、つくば青年
会議所の元理事長が参加しているつくば市内のライオンズクラブは、つくば青年会議所の支援
活動に使ってくださいと30万円を寄付したそうです。
こういう状況の中、残念ながら私どもが検討した支援事業ができなくなってしまいました。
具体的に支援策を検討したのは、分区の中では私どもと土浦南ＲＣです。
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会長挨拶（続き）
先ほどの理事会で報告しましたが、日本ロータリーで
は5,000円×被災県の会員を除く会員数を集めまして4
月25日に各被災県に寄付することになっております。第
2820地区としては災害見舞基金が1,450万円ほどござ
いますので、その中から茨城県内で津波の被害を被った
16クラブに対して30万円づつ見舞金をお渡しすること
を検討しております。私どものクラブとして被災地区に
対してどのように支援をするかを検討するために支援対
策に対する実行委員会を立ち上げることといたしまし
た。例えば福島原発の影響を受けている漁業関係団体を
会長挨拶をするをする川崎庄一会長 支援するなどの具体的な検討をしてもらいます。
それから25周年の中でボランティア団体を支援する計
画がありました。どういう形で当初の計画通りに支援金をお渡しするかを検討しまして、5月
12日を夜の例会に変更し支援する団体の方にお集まりいただき贈呈させていただくことにな
りました。震災後25周年は延期と決定されましたが。25周年とうたわずに記念例会として
開催することとなりました。
以上でございます。ありがとうございました。

幹事報告

皆葉真治幹事

理事会報告
１．５月プログラムの件 承認
２．正会員推薦書の件 承認
水戸証券（株）つくば支店支店長 須藤宏達様
３．退会届の件 承認
塚原英夫会員
４．副会長選任の件 承認
塚原英夫会員の退会に伴い副会長を選任いたします。
幹事報告する皆葉真治幹事
５．創立２５周年の件 承認
５月１２日２５周年をうたわずに記念例会を開催いたします。
６．ロータリー基金の件 承認
ＡＥＤのパットとバッテリーのメンテナンスを基金より拠出いたします。
７．米山奨学金の件 承認
米山奨学生が震災にともない帰国しております。引き続き連絡をとって対応いたします。
８．東日本大震災被災者への支援の件 承認
支援対策実行委員会を立ち上げて検討いたします。
９．その他報告事項
京都山城ＲＣよりお見舞いのご連絡を頂戴しております。
５月８日ＲＡＣ会長幹事ミーティングに下村正副会長、皆葉真治幹事、小城豊副幹事、
安藤栄敏新世代奉仕委員長で出席してまいります。

幹事報告
第2820地区が友好地区の第3350地区バンコクその周辺地区からの義援金をいただいております。
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職業奉仕卓話
職業奉仕卓話

田上憲一会員

震災で災害を受けた方へのお見舞いを申し上げます。
エネルギー供給に関してだいぶ落ち着いてきました。こ
れに関する資料をご用意いたしましたのでご一読くださ
い。まず石油関係は、鹿島の桟橋や配管関係が地震や津
波で損傷しましたので、会場から野乳出荷やタンクから
の搬送に支障をきたしております。またＪＸ仙台製油所
では火災が発生しまして、石油の出荷が停止しました。
茨城県の石油の供給は鹿島製油所からでしたが、廃止が
決まっていた横浜の根岸製油所を再稼働してピストン輸
職業奉仕卓話をする田上憲一会員 送で供給いたしております。本来鹿島製油所では原油が
タンカーで水揚げされ、精油して茨城に供給されます。
次にガスに関しましては神栖基地の国家備蓄が放出されました。これにつきましても資料を
配布してありますのでご一読ください。
また私は給食センターにガスを納めています。学校は始まっておりますが、給食センターは
建物が破損していたり、衛生面がよくない状況になっております。県内外の業者への委託も
検討したそうですが、震災による物流の問題や計画停電の影響で引き受けていただけないた
め、建物を補修したり衛生設備を整備したりして今月の9日から営業を再開するそうです。乳
製品も震災や原発の事故や計画停電の影響で入手が困難になっております。
国としては全面的に支援する方向で動いておりますが、今までにない災害ですから対応に遅
れが生じております。今から田植えが始まります。この地域は霞ヶ浦から水を引いておりま
すが、汚染の関係やポンプの破損状況が気になります。漁業関係にも放射能汚染の影響がで
どうしようもない状況になっております。試験的に鹿島沖、日立沖、大洗沖、北茨城沖で魚
をとって検査をしておりますが、小さくで上澄みにいる魚が放射能汚染水の影響を受けてい
るということが判明しております。そのため漁業関係は操業停止状態です。銚子漁港では茨
城沖で獲れた魚の水揚げが拒否されました。
エネルギーの配給問題はなんとか落ち着きを取り戻しつつあります。昨日は栃木県の那須か
らホテルを5つほど運営している知人がつくばに来まし
た。今回の震災の影響で14,000人キャンセルがあった
そうです。今は花見の季節ですので観光業界は最高の
シーズンを迎えるはずでした。そのホテルは従業員180
人ほどいますが、現在は自宅待機だそうです。いろいろ
な方面に影響が出ているのだなと考えさせられます。
水の関係ですが、私自身も以前から取り扱っておりま
す。フランスのエビアンを取り扱っておりますのでなに
かございましたらお声をかけてください。
いずれにしても今回の震災は大変な災害でございます
ので、協力しながら頑張っていきたいと思います。どう 職業奉仕卓話をする田上憲一会員
ぞよろしくお願いいたします。
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新入会員の紹介及び入会セットの授与
新入会員のご挨拶
ただいまご紹介いただきました水戸証券（株）つくば支店
長の須藤宏達（すどうひろさと）と申します。どうぞよろし
くお願いいたします。改めてこの度の震災で多くの方が被災
をされておりますので、この場をお借りいたしまして心より
お見舞い申し上げます。
私は以前は千葉県香取市佐原支店で勤務しておりました。
今回の定期異動で4月につくば支店に参りました。前任の菊
地克之支店長の後を引き継ぎまして、つくば学園ＲＣに参加
自己紹介をする須藤宏達様
させていただくことになりました。
私はロータリー活動が初めてですので右も左もわかりません。皆様のご指導をいただきなが
ら微力ではありますが社会奉仕に貢献できればと思っております。
今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

４月奥様誕生祝・結婚祝

４月結婚記念日
３日
４日
４日
１０日
１０日
１７日
１９日
２０日
２０日
２５日
２６日
２７日

４月奥様誕生日
６日
１０日
１２日
１３日
２８日
２９日

岡添
大野
矢島
井田
高野
田口

紀子 様
佐多子様
ミヨ子様
優子 様
園子 様
葉子 様

小城 豊会員・由美 様
柴原 浩会員・桂子 様
佐藤裕光会員・由紀子様
綿引信之会員・勝枝 様
細田市郎会員・昌子 様
伊勢一則会員・良枝 様
下村 正会員・宏子 様
小堀恒雄会員・静江 様
皆葉真治会員・直美 様
小関 迪会員・暎子 様
高野 勝会員・園子 様
前島正基会員・朋子 様

３月ニコニコ大賞
３月のニコニコ大賞は岡添紘樹会員と岡本武志会員が受賞されました。岡本会員は３月に３回ニ
コニコＢＯＸに協力いただいたのが受賞の理由です。岡添会員の受賞作品は「ガンバレ 日本。あ
りがとう自衛隊・消防・警察。しっかりしろ！政府・マスコミ」でした。おめでとうございます。
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４月７日 会場スナップ①
本日は震災後に初めて綿引信之副会長がご出席されました。髭を蓄えられてお痩せになられておりま
した。私にはやつれたというよりも復興を乗り切ることに前向きに取り組まれている精悍さが感じられ
ました。先は長いとは思いますが、皆さんで協力しながら復興してまいりましょう。
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４月７日 会場スナップ②
本日は水戸証券（株）つくば支店長の須藤宏達さまが会員として承認されました。菊地克之会員が転
勤により退会されたのは寂しいですが、新しい仲間を迎えられたのはつくば学園ＲＣにとっても喜ばし
いことです。これからもよろしくお願いいたします。

今回は残念ながら３名の方が
無届欠席でした。諸般の事情
はあると思いますが、被災者
の方々のご苦労を考えますと
お弁当が残るのは非常に申し
訳ありません。出席が難しい
とわかった段階での早期連絡
をお願いいたします。
下の写真は今回入会されました須藤宏達会員にロータリーバッチを授与する川崎庄一会長と、お2
人並ばれたスナップショットです。これからもよろしくお願いいたします。
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４月７日ニコニコＢＯＸ
井田 充夫

中国、珠海に先週行って来ました。香港からフェリーで1時間、マカオのとなりの町
で、5年後にはそこに橋を掛けるそうです。中国の発展は驚くばかりですが、バブルの
崩壊は必ずくると思います。

鯨井 規功

本日より、水戸証券の須藤さんが入会されます。 ロータリー活動は始めていうこと
ですので、皆さんやさしく接してください。 宜しくお願いします。

佐藤 裕光

結婚記念日のお祝い、ありがとうございました。 バームクーヘンとのこと、24本の
年輪があったようです。（本当かなぁ～？）

篠崎 忠志

東北頑張れ! 茨城ガンバレ！

柴原 浩

結婚お祝いありがとうございました。 まとめて、ニコニコヘ！

高野 勝

ガンバレ 日本！！ 結婚祝い並びに、妻の誕生祝いありがとうございました。
ついに孫が出来て、爺様になってしまった。 嬉しい様な、悲しい様なもうすぐ誕生
日56歳になります。若い爺様より、「頑張ろう!日本」

中山 正巳
皆葉 真治

結婚記念日のお祝いありがとうございました。忘れておりました。ヒヤヒヤ・・・

矢島 定雄

ワイフの誕生日をうっかり忘れていました。（震災の対応で） 例年桜の花と共に祝う
ところですが、今回は二人きりで軽くやります。 ありがとうございました。

綿引 信之

結婚祝ありがとうございました。 40年目の行事を計画していたのですが、全て流れ
てしまいました。家屋のヒビ、家庭のヒビを修復して50年目に向けて頑張ります。 水
戸駅エクセル店は復旧の見通しがたっておりません。

少しでも多くの金額を義捐金に
まわしたいと考えております。
なお一層のニコニコＢＯＸへの
ご協力をお願いいたします。

出席率報告

会員数

６６名

出席数

４７名

本日の合計

￥１００，０００－

本年度累計

￥１，４１７，９５１－

４月７日（木）

例会

欠席数

出席免除

メイク・ゲスト

出席率

２名

０名

７３．４３％

１９名

内無届欠席数

０名
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プログラム予告
４月１４日
４月２１日

４月２８日

４月 ロータリー雑誌月間

職業奉仕卓話

「増山栄会員」

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
職業奉仕報告卓話

「石川英昭会員」

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）
●日経新聞の記事に、東日本大震災からの復興に向けた記事が載っ
ておりました。その中で気になったのが復興に向けたグランドデザ
インが必要だと強調されていた点です。いつまでに、なにを、どこ
まで復興させるのか？被災された住民の方々や復興に携わる人たち
が具体的にイメージのわく復興に対する青写真が描けるかどうかが
より早い復興につながると私も考えます。
先週末統一地方選挙が実施されました。民主党惨敗という見出し
で報道されておりました。なぜ民主党が惨敗したのかもこの点にあ
ろうかと思います。民主党や菅さんは聞こえの良い言葉は多く発し
ます。今回の震災でも、より強い東北をつくるのだと語っておりま
した。しかし、先ほどのグランドデザインに必要となる５Ｗ２Ｈを
含めた具体的な話はほとんど聞こえてまいりません。どのように復
興させるのか？いつまでにどこまで復興させるのか？どのような手
順でなにを優先させるのか？何を持って強い東北なのか？経済力な
のか？人口なのか？今のところ私には理解できておりません。
岡添紘樹会員のニコニコ大賞ではありませんが、政治家と官僚が
一致団結して、そして英知を絞って東日本の復興に取り組まないと
グローバル化した社会の中でますます日本の地位が低下することに
なると思います。ガンバレ政治家！ガンバレ官僚！日本のために！

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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