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 ５月１２日（木） つくば学園ＲＣ創立25周年記念例会報告  

会 報 

つくば学園ロータリークラブ    

記念例会会長挨拶          川崎庄一会長 
 本日はつくば学園ＲＣ創立25周年の記念例会に大勢のご来賓

の皆様や会員の皆様にご出席いただきまして誠にありがとうござ

いました。本日の記念例会は、当初の計画ではガバナー、親クラ

ブ、市内クラブを招待しての記念例会の予定でございましたが、

大震災の影響で縮小しまして本日の記念例会となりました。 

 皆様のお手元につくば学園ＲＣ25年の記録という資料を配ら

せていただきました。その記録をたどって25年を振り返ってみ

たいと思います。 

 我がクラブは土浦ＲＣをスポンサークラブといたしまして、昭

和61年7月18日に前年開催されましたつくば科学万博を記念し

まして、土浦ＲＣより8名の移籍会員を含めまして創立会員30

名で誕生いたしました。初代会長には財団法人つくば科学万博記念財団（現在のエキスポセンター）の

理事長の福島公夫会長が就任いたしました。つくば市の誕生とその発展とともに30名でスタートした会

員数が、6期目には65名と急激に増加いたしました。まず時代背景を見ますと、創立の年にチェルノブ

イリの原発事故が発生し、奇しくも今年25期目に世界から注目されております東日本大震災が発生して

おります。2期目につくば市が誕生し、13期目にはつくば国際会議場が開業いたしました。20期目には

ＴＸが開業されました。 

 また事業面では、6期目につくば学園ＲＡＣが創立し7期目には栃木県と一緒だった255地区から茨城

県単体で2820地区となりました。8期目には子クラブとしてつくばシティーＲＣを設立いたしました。

9期目には吉岡昭文総監督のもと野球同好会のガマーズが2820地区で優勝しました。12期目には京都

山城ＲＣと友好クラブを締結いたしました。15期目にはつくば国際会議場で地区大会を開催いたしまし

た。18期目にはロータリー100周年記念でロータリーの森創りをスタートしました。19期目にはクラ

ブ会報のＩＴ化が始まりました。21期目から中学生と語る会をスタートしました。 

 記念事業としましては、5周年でチェルノブイリで被爆した子供たちへの医薬品の提供をいたしまし

た。10周年はつくば学園ロータリー基金の設立をいたしました。15周年は15年の歩みとしてＤＶＤを

作成いたしました。20周年はロータリーの森の記念碑を建てました。25周年では本日社会福祉団体の

皆様に寄付をいたします。 

 例会におきましては、6期目と8期目につくば・土浦地区の合同新年会と合同懇親会を開催いたしまし

たが、それ以来は現在まで開催されておりません。11期目と12期目に新世代会議としまして模擬議会

を開催いたしました。11期目が高校生対象、12期目が中学生を対象として開催いたしました。その当

時の市長は藤沢順一市長でした。藤沢市長・議長・議員・消防署長・警察署長・市役所の部課長など大

勢の皆様にご出席いただき模擬議会が開催されました。またこの模様はＩＭで発表いたしました。かな

りの好評をいただき、地区でもご報告いたしました。15期目には吉岡昭文会員をガバナーとして輩出 
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 つくば学園ＲＣ創立25周年記念例会会長挨拶② 
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記念例会会長挨拶（続き）     川崎庄一会長  
いたしました。18期目には染谷洪一会員が分区代理として就

任いたしました。25期目には野堀喜作会員がガバナー補佐と

ガバナーノミニーに就任いたしております。 

 国際奉仕につきましては、1期目から6期目まで筑波大学

留学生招待例会といたしまして、例えば1期目は9回開催し

参加人数は502名でした。それ以降も多くの留学生の皆様

に参加いただいております。7期目と8期目は国際交流パー

ティーを開催し、こちらにも240名ほどの留学生の皆様に

ご参加いただきました。9期目は国際スポーツフェスティ

バルとして、洞峰公園のグランドを使用しまして留学生の

大運動会を開催いたしました。10期目から主だった活動は

しておりませんでしたが、20期目から活動が再開されました。20期目は夜例会として7回開催さ

れております。21期目は国際交流例会を定期的に開催し、それ以降はロータリーの森創り例会に

国際交流パーティーといたしまして夏と秋に2回ずつ開催いたしております。米山奨学生の受入に

つきましては、2期目から20期目まで毎年米山奨学生を受け入れいたしました。その後4年間受入が

ありませんでしたが、25期目に申文浩（シンムノ）さんを受け入れいたしました。 

温故知新という言葉があります。以上ご説明してまいりました25年間の活動の結集が今日の我がク

ラブの繁栄につながっていると思います。今後ともクラブの発展と新たな目標に向かって会員の皆様

と共に邁進してまいりたいと思います。時代は変わってもロータリーの心は変わりません。これから

も奉仕の心と親睦を通じまして日本の平和と世界の平和につなげていきたいと思います。 

会長挨拶をする川崎庄一会長 

 つくば学園ＲＣ創立25周年記念事業発表① 

 つくば学園ＲＣ創立25周年記念事業といたしまして社会福祉団体の皆様に寄付をさせていただきま

した。寄付をさせていただいた社会福祉団体は、桜川ふるさと自然再生の会、日本ボーイスカウト茨

城連盟第3団、ＮＰＯ法人つくばピンクリボンの会、財団法人つくば都市振興財団、社会福祉法人つく

ば市社会福祉協議会、国立大学法人筑波大学の6団体の皆様です。 

 ここからは順次ご挨拶を掲載させていただきます。 

桜川ふるさと自然再生の会      会長 楢戸 和夫様 

                 副会長 神林 実 様 
 創立25周年誠におめでとうございます。心よりお祝い申し上げ

ます。私どもは16年度より事業を開始いたしました。 

 私たちは地元で育っており、幼少の頃夏になると桜川で毎日遊

んでおりました。その思いがあってできるだけ皆様方や子供たち

に遊んでいただける場所を作りたいと、21名の会員で楽しく運営

をいたしております。 

 今後桜川にお越しの折には一度見ていただければと思います。

芝生を整備しております。 

                 よろしくお願いいたします。       
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2010-11 Vol. 40 TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

ＮＰＯ法人つくばピンクリボンの会  代表 植野 暎 様 
 ロータリークラブ25周年おめでとうございます。私たちつくば

ピンクリボンの会は、発足して7年を迎えました。昨今日本国内

における乳がんが非常に増加しておりまして、特に40代、50代

の女性が子供が成人するのを迎えることなく亡くなることが多く

起こっております。 

 特に今年は東日本大震災では女性の方が14,000人ほど亡くな

られておりますが、実は乳がんでも毎年同じくらいの方が亡くな

られております。東日本大震災は1000年に1度ほどのことです      

が、乳がんは毎年のように亡くなられているのです。その志望者 

               数を減らそうという思いで始めたのがこの運動であります。 

               皆様のご協力のもとより一層広めて、乳がん検診の受診率をあげ 

                て茨城県の乳がんの死亡率を減らして参りたいと思っております。 

                                             今後ともよろしくお願いいたします。 

財団法人つくば都市振興財団    理事長 鈴木 宏 様 
 ロータリークラブの創立25周年誠におめでとうございます。今

回財団の日本語教育にご寄付をいただきまして、誠にありがとう

ございます。 

 つくば市は国際都市として外国人の比率が大変高いわけでござ

いまして、今までは日本語学級が各企業や独立行政法人におきま

してたくさんの教室がありましたが、昨今の景気動向を踏まえて

その教室が減少傾向にある中で、財団の日本語教室の希望者が殺

到しております。 

 そのような状況でありますが、予算の問題や施設の問題などで

苦慮しておりますが、ロータリーの皆様から貴重なご寄付をいた 

                だきまして、多くの皆様に日常会話に困らないような日本語教育 

                を目指して今後も頑張ってまいりますのでよろしくお願いいたし 

                ます。 

日本ボーイスカウト茨城連盟つくば第3団 

                 団員長 八城 健彰様 
 25周年大変おめでとうございます。今回ご支援を賜りますこと

は恐縮であると同時に大変ありがたいことでございます。 

 大野治夫会員を通じてこの会を立ち上げて6年になります。つ

くばの15,000人の子供たちを対象にして5％の子供たちに参加

してもらおうと活動しております。ボーイスカウトは唯一の子供

たちの社会教育団体であります。大人に成長するための教育を体

験を通じて身に付けてもらっております。 

 設立当初は40名強でしたが、現在91名になっております。 

               100名を目指して頑張っておりますので、皆様方のご支援よろし 

               くお願いいたします。  
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 つくば学園ＲＣ創立25周年記念事業発表③ 
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国立大学法人筑波大学        学長 山田 信博様 

 本日つくば学園ＲＣ創立25周年誠におめでとうございます。

心よりお祝い申し上げます。 

 今回の東日本大震災はまさに国難でございます。私自身も大変

なショックでありました。それは他人ごとではないからです。今

回の震災は東北沿岸の方だけに起こりえたことではなく、少しず

れれば私たちの身にもふりかかった筝であります。皆様も被災者

の皆様と同じ気持ちを共有されていることと思います。 

 私自身が津波を見てなによりも日本中の気持ちが一つとなり、

断固として立ち上がっていかなければならないと感じました。ま

た、大学の役割としてはなんとしても人材を育てることによって 

                この国難を克服するような人材を社会に輩出してまいることだと 

                思っております。 

                 今回このような皆様方の大変熱いお志をいただいて、まさに被 

                災地の学生たちにも,何不自由なく他の子供たちと同じような状 

                 況でしっかりと学業をしていただき、そして社会に巣立っていた 

                                             だきたいと思っております。そのような皆様方のお志をしっかり 

                                             と受け止めて我々は人材をきちんと育ててまいります。そしてそ 

                                             れが将来の新しい国造りに大変役に立つとを確信しております。 

                心より御礼申し上げます。ありがとうございました。 

社会福祉法人つくば市社会福祉協議会 

                 副会長 石川 進 様 
 会長は市原健一市長でございますので、本日は副会長の私から

一言ご挨拶を申し上げます。 

 この度はつくば学園ＲＣの創立25周年誠におめでとうございま

す。一口に25周年と申しましても、その歴史の中には幾多の変遷

と困難があったかと存じます。会員の皆様の御苦労や役員の方々

のご尽力により25年という長きに渡ってのご発展、心よりお喜び

申し上げます。 

 またこのような記念すべき節目に当たりましてつくば市社会福 

               祉協議会の活動にご理解を賜りまして、ご寄付を頂きました筝、 

               身に余る光栄に存じます。本会といたしましても今回のこの貴重 

               な浄財をつくば市の福祉向上のために、事業費として大切に使わ 

               せていただきたいと考えております。 

                本日ご参会の皆様方のご健勝とご活躍をご祈念申し上げ、また 

               つくば学園ＲＣのさらなる飛躍をご祈念申し上げます。 

                この度は誠にありがとうございました。  

参考：国立大学法人筑波大学に対する寄付は、25周年の事業ではなく会員の皆様からの浄財とロータ 

   リー基金からの資金と地区の方からの資金を合わせまして筑波大学に送らせていただきまし 

   た。その趣旨は被災により学業の継続に支障が生じた学生に対する寄付です。 
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 米山奨学生への奨学金の授与 
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会長挨拶           川崎庄一会長 
 記念事業の会長挨拶で25年の歴史を振り返らせていただき

ました。当クラブには創立会員が7名おります。その方々がい

たからこそ今のクラブがあります。 

 本日は創立会員の皆様に花束を贈呈してお礼に替えたいと

思います。 

創立会員 

鈴木敏雄会員・小関迪会員・吉岡昭文会員 

古本捷治会員・布川博会員・塚田陽威会員 

上野修会員 

岡添紘樹カウンセラーから米山奨学生申文浩（シンムノ）さ

んへの奨学金の授与 
岡添紘樹カウンセラーから申文浩さんの紹介 

 米山奨学生の申文浩さんです。現在筑波大学大学院3年生で

す。今月分の奨学資金を授与いたします。 

申文浩さんからのご挨拶 

 25周年おめでとうございます。今年の地震により自分より苦し

い学生もたくさんおりますが、自分は運に恵まれ米山奨学生に選

ばれて奨学金を毎月いただいております。 

 大学でも国際支援を学んでおります。ロータリーの奉仕の精神

やボランティアなどのいろいろな活動を教えていただき、将来学

んだことが生かせる職業に就きたいと考えております。 

                 本日はありがとうございます。 

米山奨学生の申文浩さんと 

岡添紘樹カウンセラー 

 つくば学園ＲＣ創立25周年懇親会① 

 本日出席された創立会員の皆様に花束を贈呈させていただきました。左から上野修会員・吉岡昭

文会員・古本捷治会員です。右の写真は少し遅れて参加した鈴木敏雄会員です。おめでとうござい

ました。 
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 つくば学園ＲＣ創立25周年懇親会② 
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古本捷治会員挨拶 
 

 私は25年間100％出席を続けております。これは入会当初土浦Ｒ

Ｃの堀越会員とのお約束を守った結果です。半分は食事だけで出席し

たようなものです。私は食事を待たされるのが嫌いで、ロータリーに

出席するとすぐご飯が食べられますし、会社からも2㎞ほどしか離れ

ておりませんから非常に便利でした。 

 これからもよろしくお願いいたします。  

上野修会員挨拶 

  
 つくば学園ＲＣのどこがすごいかと申しますと、私が 初から今日

まで在籍することができたということです。私が入会したのは35歳で

した。組織に染まらなかったので辞めるだろうなと言われ続けてきま

したが、ここまで来ました。皆様のおかげです。ありがとうございま

した。 

吉岡昭文会員挨拶 
 私は土浦ＲＣから移籍いたしました。当時豪傑がたくさんいらっ

しゃいました。私が一番若くかばん持ちでした。ちょうど15周年の

時ガバナーをいたしました。その当時はガバナーをしたい方が多数い

らっしゃいまして紛糾いたしました。 

 いよいよ野堀喜作会員が次次年度ガバナーをなさいますが、これは

つくば学園ＲＣが成長したということだろうと考えます。茨城県内に

は60のロータリークラブがありまして、2,100名ほどの会員がおり

ます。つくば学園ＲＣは県内でも5本の指に入るクラブでございま

す。皆様方、どうか他に行っても臆することなく胸を張っていただきたいと思います。 

私の考えでは、ロータリークラブは地域社会のためにあると思います。ですので国際貢献も必要で

すが、日本のロータリアンとして地域社会のために役立つようなロータリーに成長しなければならな

いと思います。地域社会に認知される奉仕団体としてこれから頑張っていただきたい。それには地域

社会ともっと密接な繋がりを築いて頑張っていこうと考えております。 

これからもロータリー活動に対するご支援をお願いいたします。ありがとうございました。  

鈴木敏雄会員挨拶 

 
 古本捷治会員のご紹介で山登りをして三斗小屋に参りまして、その

時の食事の美味しさが忘れられません。そのような経験を積み重ねて

今日を迎えられております。 

 誠に本日はおめでとうございます。 
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    ５月１２日 懇親会会場スナップ①   

2010-11 Vol. 40 TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

 本日はつくば学園ＲＣ創立25周年記念事業および懇親会に多数の来賓者の方をはじめとして多くの会

員の皆様にご出席いただきました。東郷治久直前会長の乾杯のご発声のもとこれからは楽しい懇親会の

スタートです。皆様それぞれに思い出話に花が咲いておりました。 
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    ５月１２日 懇親会会場スナップ②   
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 今回つくば学園ＲＣ創立25周年記念の日本酒が初お目見えです。浦里酒造店様に特別におつくりいた

だきました。浦里浩司会員ありがとうございます。大変おいしくいただきました。 後の写真はつくば

学園ＲＡＣ竹来伸子さんを囲んでのスナップです。ご出席ありがとうございます。 
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 ５月１２日ニコニコＢＯＸ              
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本日の合計 ￥１１６，０００－ 

本年度累計 ￥１，５４３，０００－ 

 出席率報告   ５月１２日（木）  例会 

会員数 出席数 欠席数 内無届欠席数 出席率 

６３名  ４８名  １５名  ０名 ９１．８０％ 

出席免除 

２名 

メイク・ゲスト 

８名 

石井 健三   
 25周年記念例会、当クラブの歴史を改めて感じ嬉しく思いました。 また雨の中ですが御

客様を迎えられ、こちらこそ感謝いたします。 

井田 充夫   
 25年にわたる諸先輩の努力のおかげで、本日を迎える事が出来ました。ほんとに有難う

ございました。 

磯山 正蔵   
 ＲＣ25周年おめでとう。私は柴原年度に入会、半分の13年に当たります。 今後とも宜し

く。 

川崎 庄一   
 25周年記念例会、皆様のご協力大変ありがとうございました。 ご来賓の皆様ありがとう

ございました。 

佐藤 裕光   
 25周年おめでとうございます。 よく考えると私も開業、25周年でした。事故もなくすごせま

した。有難うございました。 

下 村 正   
 25周年記念例会、大勢の出席ありがとうございました。 やっと肩の荷がおりました。川崎

会長、すばらしいスピーチで感激しました。 

菅原 俊   

 ご来賓の皆様、25周年のお褒めのお言葉を頂き有難うございました。 先日、霞ヶ浦を一

周して思いました。 護岸も大変な被害で、少々ビックリしました。今日改めて思いました

が、地元の復興は、普段の生活をして、霧筑波を飲む事だと思います。                   

須藤 宏達    25周年 心からお祝い申し上げます。 

鈴木 敏雄      祝！25周年おめでとうございます。 

田口 幸男     
 祝25周年度に災害が起こり、会員の方々にも被害がありました。再び帰って来るまで、頑

張って待って居ります。 スタートの祝の年になるといいですね。 

野堀 喜作     
 25周年の記念例会、川崎会長、下村実行委員長、皆葉幹事、理事会の皆様ご苦労様で

す。25周年の記念の霧筑波楽しみです。 

馬目 圭造      頑張れ、 日本！！ 

宮武 孝之      皆様とともに25周年をお祝いしたいと思います。 

八城健彰・大野治夫   
 日頃のご支援に加えて、本日は多大なるご支援を賜り誠に有難うございます。 今後とも

青少年へのご支援宜しくお願い申し上げます。 

山田信博    本日は大変有難うございます。 心より感謝申し上げます。 



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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編集後記              （クラブ会報委員長：鯨井） 

●本日はつくば学園ＲＣ創立25周年記念事業が開催されました。そ

の席で創立会員の方々がご紹介され記念の花束が贈呈されておりま

したが、今日を迎えられたのも創立会員の方々や歴代の会長をはじ

めとした役員の皆様のご苦労のおかげであることをあらためて会員

一同感じ入りました。皆様ありがとうございました。 

●今回の創立25周年の記念酒として浦里浩司会員に記念の日本酒を

醸造していただきました。震災の時にはお酒を入れている樽が傾き

中が割れてしまったそうです。急いで違う樽に酒を移さないと錆で

無色透明にはならなくなってしまうため、大変なご苦労をされたそ

うです。浦里浩司会員によりま 

すと震災でかなり揺れを経験し 

たお酒ですので、これを飲むと 

頭がぐるぐると揺れてしまうそ 

うです。皆様気を付けてお飲み 

ください。 

●右の写真はつくば学園ＲＣ合 

唱団によるアトラクションです。 

拍手喝采でした。 

 

  

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    

2010-11 Vol. 40 TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

 

     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 


