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It is the 25th year since 1986

４月２８日（木） 例会報告
例会報告
義援金についての報告
クラブ協議会報告
職業奉仕卓話
退会の挨拶
義援金についての報告

川崎庄一会長

下村正会長エレクト

石川英昭会員
綿引信之会員

川崎庄一会長

先々週東日本大震災に対する支援に対する実行委員長の東
郷治久会員より筑波大学の学生に対する支援金としてロータ
リー基金から100万円を寄付させていただく予定ですとの報
告をさせていただきました。その内容につきましてもう少し詳
しく報告させていただきます。
筑波大学から支援の要請がございまして、その時に大学に対す
る支援ではなく、あくまでも被災した家族を持つ学生に対する支
援であることを確認させていただきました。振込先口座も、大学
の基金の口座とは別の口座であることを確認いたしました。筑波大学には被災した地域出身の学生が
3,000名いるそうです。現在筑波大学の学生数は15,000名ほどだそうですので、その2割が被災を被っ
た地域の出身ということになります。その中で家族が被災されて経済的な支援を求めている学生が昨
日現在で60名いるそうです。
筑波大学として被災された学生に対してどのように生活などの支援をしていくかと申しますと、つ
くばスカラシップという奨学金制度がございまして、そこから20万円の緊急支援をするそうです。も
う一つは筑波大学の前身の東京教育大学時代からの財団がございまして、その中からも20万円支援金
が支給され両方で最高40万円が支給されるそうです。
教職員と卒業生からも昨日現在で930万円程寄付金がよせられたそうです。また商工会などの各種団
体への呼びかけも行っているそうです。そちらについてはなかなか難しい状況だそうです。
支援については今年1年に限ったことではなく学年によっては来年以降も在籍いたしますので、これ
から先の支援も大変だとのことでございます。
つくば学園ＲＣ自体としての支援だけでなく個人的な寄付もお願いしたいと思います。募金箱を回
しますのでご協力をお願いいたします。
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職業奉仕卓話①
職業奉仕卓話

石川英昭会員

私は現在つくば秀英高等学校で理事長を勤めておりま
す。高校生は15歳から18歳です。大変多感な時期の子
供たちを預かっております。今年で開校して17年目を迎
えました。
これから高校を設立しようとしましても認可になるの
は難しいかと思われます。なぜなら少子高齢化が進行し
ているからです。茨城県の15歳以下の子供たちの人口は
減少の一途をたどっております。例えば平成元年には
職業奉仕卓話をする石川英昭会員 58,000 人 ほ ど お り ま し た が、今 年 は 約 28,000 人 で
す。さらに今年小学校に入学した生徒数は24,000人ほ
どです。つまり将来学生数の減少が見込まれているのです。
茨城県における公立と私立での学生数の割合の目安は8対2でしたが、平成元年以降私立志
向が高まり公立の定員割れが進みました。その対策として茨城県は私立学校振興助成法に基
づいた指導を行ったり、公立の統廃合を図って採算性を高めたり、進路指導を強化したりい
たしました。その結果公立への進学者数が増えて私立の進学者数が減少しました。ちなみに
私立の入学者数は昨年度から今年度にかけて700名ほど減少いたしました。これにより現在
私立の23校のうち6割が定員割れをおこしております。
さらに公立への進学者の増加理由として授業料の完全無料化と不況の影響も挙げられます。
茨城県の各家庭の平均年収は減少しております。幸いにしてつくば市の各家庭の平均年収は
茨城県内でも高いですので、つくば市内で学校を経営していることに感謝いたしておりま
す。ただしこれからも厳しい環境であることは間違いございませんので、生徒募集にあたっ
ての戦略を毎年検討いたしております。ただし法的な制約もございますから自由にはできま
せん。学校の評価を高めるの一番の方法は大学への進学率を高めることです。つくば秀英高
校を開設したときの私の目標は大学への現役合格率を80％以上にすることでした。設立当初
は50％を下回っておりましたが、3年目からクリアしております。今年の卒業生の進学率も
81.6％でした。
また平成24年度から新教育課程が全面実施されます。これはゆとり教育に対する改正で
す。公立では平成24年度から実施しますが、私立では昨年度から前倒しで実施している学校
が多いと思います。ゆとり教育では授業が週5日でしたが、週6日に変更した学校が多いと思
います。つくば秀英高校では隔週で土曜日も授業を設けました。隔週で足りない分は平日の
授業を7時間制にして充足いたしております。これについてはお預かりした子供たちを責任
もって教育するという気持ちで取り組んでおります。それが大学への進学率の向上という直
接的な評価に結び付くことになるのです。
つくばにある学校はつくば市の学生を集められないと廃校の憂き目にあいます。周辺地区か
ら集めようとしても時間も交通費もかかります。昔はご両親が送迎して通学する生徒も見受
けましたが今はほとんどいません。つまり徒歩か自転車かスクールバスでの通学なのです。
つくば秀英高校でも下館市や新利根町までスクールバスを運行しておりますが、大半の生徒
たちはつくば駅や研究学園駅からのスクールバスを利用して通学しております。
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職業奉仕卓話②
職業奉仕卓話（続き）

石川英昭会員

私立は進学率が確保できなければ閉じた方が良いというのが私の持論です。もし閉じること
になった時には土地や校舎などの財産は国に寄贈します。学校法人は特定公益法人ですので
税金はお支払しておりません。ですから最終的に財産は国のものになるのです。
以上のように、学校経営というものは意外とリスクがあります。学校の経営を安定させるに
は経営者側と教師側が共通の目的をもって進学率の向上に取り組まなければならないので
す。私もよく生徒の力になれない教師はいらないと教職員に話しております。私は年に2回教
職員の評価を行って賞与に反映させております。
これからも地域の皆様に信頼していただけるよう頑張ってまいります。よろしくお願いいた
します。

クラブ協議会報告

下村正会長エレクト

先日テレビを見ておりましたら「見上げてごらん夜空の星を」
という歌を5人ぐらいの歌手が歌っておりました。これはつくば
学園ＲＣのチャリティーコンサートの時に合唱団が歌った曲でし
た。それを聞いている時に、副会長の退会や次年度の役員構成を
悩んでいる時でしたので、もちろん被災者に向けて日本は一つに
なろうということを意図して歌っていたのでしょうけれども、私
個人としては自分を応援してくれていると感じました。
本日おかげさまで次年度役員・委員長さんに集まっていただき
クラブ協議会を開催しました。方針演説まではまいりませんが、次年度私のやりたいことは委員長さ
ん方に伝わったと思います。各委員長の皆様には思い切ってやっていただきたいと考えております。
次年度の役員の方々も理論派の方が多く、さっそく非常に温かいご意見も多々承りました。いろい
ろ議論を重ねて、皆様方が納得のいく方向で進めてまいりたいと思っておりますので是非次年度の協
力もよろしくお願いいたします。

退会のご挨拶

退会のご挨拶をする綿引信之会員

綿引信之会員

皆様こんにちは。私は転勤族でございまして、11回目の赴
任地がこのつくばでございました。そこで皆様とお会いいた
しまして、楽しいことや感動したことなどいろいろと持って
おりますが、この度訳があって退会することとなりました。
と申しましても、24年間お世話になりましたつくば西武店
は営業を続けたいと思っておりますので皆様よろしくお願い
いたします。
本日は最後に皆様方のご尊顔を拝して鋭気を養って帰りた
いという思いでまいりました。できれば早期の復帰ができま
すよう頑張ってまいりますので、今後ともご指導よろしくお
願いいたします。ありがとうございました。
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４月２８日 会場スナップ①
本日次年度下村正年度のクラブ協議会が開催されました。この時期は本年度と次年度が錯綜し、役員
や委員長の皆様方は多忙な時期を迎えられると思いますが、ロータリー活動の充実はもとより日本の復
興に向けてお身体には充分ご留意いただき、ますますの活躍をご祈念申し上げます。
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４月２８日 会場スナップ②
本日は退会のご挨拶として綿引信之会員が例会にお見えになりました。私にとって綿引会員はやん
ちゃ坊主を温かい目で見守ってくれる父親のような存在に感じておりました。1日も早くつくば学園Ｒ
Ｃへに戻られることをお待ち申し上げております。これからも頑張ってください。

左の写真は出席率を発表する
大野治夫出席副委員長です。
高野勝出席委員長が欠席がち
のため出席率の発表をする機会
が多かったら、次年度は出席委
員長に任命されたそうです。
来年度も出席率の報告よろし
くお願いいたします。

つくばスカラシップのご紹介
会長のご報告にもありました筑波大学のスカラシップのご説明をさせていただきます。
筑波大学では国際連携事業の実績を基礎に、世界の人々と協働できる人材育成を目指して、21
世紀における教育・研究の世界的拠点構築を目指してきました。その具体策として、優秀な留学
生の受け入れ推進や学生の海外派遣の強化などを通じて大学の国際化を目指す国際化拠点整備事
業をスタートさせました。
一方近年の世界的経済不況による家計の急変等により、修学が困難となる学生が急増し、本学
においてもその数は顕著であります。
このため、留学生に対する経済支援、学生への海外留学支援及び緊急時の学生支援を行うこと
により、安心して勉学に専念できる環境を確保することを目的に、筑波大学独自の奨学金制度と
して「つくばスカラシップ」が創設されました。
よってつくばスカラシップには、１留学生支援、２海外留学支援、３緊急支援の３項目があり
今回の震災では３が該当し、一時金として20万円が支給されます。
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ＲＩ会長メッセージ 5月号

親愛なる同僚ロータリアンの皆さん、
私の妻のジュディーは長年にわたって幼稚園の先生をしていて、彼女は「show and tell
（見せてお話）」のときのことについて、よく話してくれました。「show and tell」の時間に
は、園児たちはそれぞれペットとかおもちゃといった自分が大好きなものを幼稚園に持っ
てきて、そのことについて他の子どもたちに話します。クラスメートが自慢するものを知る
と、いつも子どもたちが驚嘆する気持ちがうかがえました。
他の追随を許さない多くのプロジェクト
他のロータリークラブが実施した素晴らしい奉仕プロジェクトを目にしたとき、ロータリアンたちも、同じような驚嘆の
気持ちを分かち合います。事実、3万3,000以上もあるロータリークラブが実行した数多くの奉仕プロジェクトには、他
の追随を許さないようなものがとてもたくさんあります。それらの多くはそのプロジェクトを実施したクラブ以外には知
られていなかったり、認識されていませんが、こういったロータリープロジェクトはすべて、世の中をより良くするもの
であることは明らかです。
それぞれのクラブが、自分たちの活動を世間に訴えることができる大々的な「show and tell」のイベントを開催でき
ないのは残念なことです。私たちは、数え切れない奉仕プロジェクトに関するニュースを他のクラブと共有できない
ほど大きく成長しました。
国際大会でプロジェクトを共有
しかしながら、年次大会は多くのクラブや地区、それに多地区合同の組織がそれぞれのプロジェクトを効果的な方
法で展示する機会を提供しています。そして、今月ニューオーリンズで開催される国際ロータリーの年次大会では、
「友愛の家」に展示される数多くの卓越したプロジェクトが呼び物の一つになるでしょう。
ニューオーリンズでの国際大会は素晴らしいロータリーのイベントになるでしょう。私は登録された方全員に、でき
る限り多くの時間を「友愛の家」でお過ごしになることをお勧めします。そこでは世界中から集う新しい友人と出会っ
たり、ロータリープロジェクトの展示を見たり、2つあるステージで素晴らしいショーを楽しむことができます。「友愛の
家」は土曜日の朝から開き、国際大会の期間中、開催時間はこれまでの大会よりも長くなっています。また、一日し
か参加できない方のために、今回初めて土曜日限定の「友愛の家」のお試しパスを40ドルでご用意しています。
ロータリーの旅の始点
この国際大会は、私にも個人的な「show and tell」の機会を与えてくれます。私は国際大会会場であるコンベンショ
ンセンターの近くを流れるミシシッピー川にかかる巨大な道路橋の橋脚をお見せすることができます。それは、私が
50年前、ロータリーの奨学生としてケープタウン大学に向かう際、ライクス・ライン社の貨物船に乗って通り抜けた橋
そのものなのです。「これが生涯続く私のロータリーの旅の始点です」と皆さんにお伝えできるのはとても幸せです。
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４月２８日ニコニコＢＯＸ
下村 正

無事、次年度クラブ協議会を終了できました。 各委員長、いろい
ろな意見ありがとうございました。 次年度運営に生かしていきたい
と思います。

塚越 俊祐

５／１５（日）につくばウェルネスパークで元気長寿のための「あた
ま」と「からだ」のパワーアップ法の講演会があります。 講師、大蔵
倫博准教授です。無料ですので参加の程宜しくお願い致します。

生井 俊一

頑張ろう日本！ 子供の日、母の日と更なる強い絆を願って！

塚田 陽威

ガンバレ日本！（トリプル災害：地震、津波、放射能）
つくば学園ロータリークラブ 川崎会長（小地震、人事問起）

野堀 喜作

綿引さん、早く帰って来てください。楽しみに待っています。 水戸
に出かけたときは、寄らせていただきます。

綿引 信之

１７年の長い間大変お世話になりました。本日の例会をもって退会
とさせていただきます。 頑張って復帰に務めます。

東日本大震災の義援金も随時受
け付けております。
会員の皆様方のご協力、よろし
くお願いいたします。

出席率報告

会員数

６５名

出席数

４６名

本日の合計

￥３５，０００－

本年度累計

￥１４２７，０００－

４月２８日（木）

欠席数

１９名

内無届欠席数

２名
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出席免除

メイク・ゲスト

出席率

２名

０名

７３．０１％
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プログラム予告
５月１２日

移動例会 オークラフロンティアホテルつくば
アネックス「昴西」 ＰＭ６：００～９：００

５月１９日

家族集会 山水亭 ＰＭ６：３０～７：００
移動例会 山水亭 ＰＭ７：００～９：００
会員誕生祝

５月２６日

職業奉仕報告卓話「柴原浩会員」
奥様誕生祝・結婚祝
４月ニコニコ大賞
会員誕生祝
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）
●今回何名かの会員の方から今回の義援金の税務処理についてご質
問いただきましたので、今回はその取扱いをご紹介いたします。
■義援金の取り扱いについて
個人または法人が災害に際して募金団体に義援金等を寄付する場
合、その義援金等が最終的に国、地方公共団体に拠出されるもので
あることを確認できれば「国等に対する寄付金」として以下の税務
上の処理を受けることができます。領収書は保管してください。
①個人で支払った場合寄付金控除として確定申告において所得金額
の40％または寄付金の額のいずれか少ない金額から2,000円を控除
した金額を所得から控除することができます。
②法人で支払った場合は全額が損金として計上できます。
■災害見舞金の取り扱いについて
法人が取引先の通常の営業活動を再開するための復旧過程におい
て支出した災害見舞金は交際費には該当せず全額損金になります。
以上、ご参考にしてください。

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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