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2010-11 Vol.45 

2011/06/16 

 ６月１６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. 

臨時理事会報告 
 

第１号議案 退会届の件・・・承認  

  中村義雄会員 6月30日付の退会届を承認しました。 

 

幹事報告 
 

１．劇団ＭＭＣ公演ＰＲの件 

  7月6日～10日錦糸町にて公演があります。 
 

２．石巻復興支援の件 

  国際ロータリー第2820地区東日本大震災被災者支援事業 

                                              として申請を提出しましたが、地区から承認をいただき 

                  予算をいただきました。金額は1,727,590円です。 

                  6月28日に川崎庄一会長・皆葉真治幹事・下村正副会長 

                  野堀喜作ガバナー補佐で石巻市において贈呈式を開催い 

                                                  たします。山崎清司ガバナー補佐にもご連絡いたしまし 

                                                  たがご予定がつかず、今回はご欠席です。ご予定のつく 

                                                  方は是非ご出席ください。                 

６月第３例会報告 
 

 幹事報告             皆葉真治幹事 
   

 理事・各委員会委員長事業報告発表 
 

 会員誕生祝 
 

 お客様紹介  

   次年度第2820地区第6分区ガバナー補佐 

   土浦ＲＣ            大槻利夫様 点鐘する川崎庄一会長 

幹事報告をする 

皆葉真治幹事 
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 理事・各委員会委員長事業報告発表①   

2010-11 Vol. 45 TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

米山奨学会           岡添紘樹委員長 
米山奨学会の認知を広げるための担当例会の実施。 

 台湾出身の宮川健治会員の体験談を聞かせていただき、 

 米山奨学会に対する意識を深めることができました。 

米山奨学金１人平均２万円の寄付の達成。 

 川崎庄一会長が理事会で米山奨学金１人平均２万円を承 

 認いただき、これを達成いたしました。 

 これにより米山奨学金の大幅増額により、米山奨学生を 

 受け入れる世話クラブになるための基準を達成すること 

 ができました。本年度は、普通寄付３３万円、特別寄付 

 １０４万円で、総額１３７万円でした。 

               １年間ありがとうございました。 

岡添紘樹委員長 

第一クラブ奉仕          下村正委員長 
 第二クラブ奉仕綿引信之委員長、人間尊重・環境保全中

村義雄委員長、新世代奉仕安藤栄敏委員長が本日欠席です

ので私がまとめて報告いたします。この３委員会ともきち

んと委員会活動を行っていたことをご報告いたします。 

 川崎庄一会長がしっかりとされているのか？私が頼りな

いのか？会長が欠席して代理で点鐘したり、会議に代理出

席することは１度もありませんでした。 

 第一クラブ奉仕は２５周年の記念例会を無事開催させて

いただきました。会員の皆様に改めて感謝申し上げます。 

ありがとうございました。 

ロータリー情報・つくば学園ロータリー基金       

                東郷治久委員長 
 まずロータリー情報委員会についてご報告いたします。

ロータリー情報委員会とはクラブの方々に外からの情報をお

知らせする委員会です。今回は地区協議会や２５周年事業や

ＩＭなどで理解を深めることができたと思います。 

 次につくば学園ロータリー基金委員会につきましては、支

援対象者の顔の見える形で、自分たち独自で筑波大学生を選

考し支援しようという思いでスタートした基金であると理解

しております。それが誰をどの様にどういう手法で選ぶのか

などの問題が多々ありまして休眠しているのが現状です。設

立当初より米山奨学金の半額を基金として積み立てましたので、相当の基金が積みあがって

おります。この基金で２５周年の記念事業やＡＥＤの資金などを拠出しましたが、 終的に

はこの基金をどの様に使うのかの検討が必要だと思います。ありがとうございました。 

下村正委員長 

東郷治久委員長 
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 理事・各委員会委員長事業報告発表②   

2010-11 Vol. 45 TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

会員増強 会員選考 職業分類  石川英昭委員長 
 本年度の目標は１名以上の会員増強でした。おかげさまで

本年度の会員数の増減は増減なしでした。 

 特に本年は東日本大震災がございました。この影響で私自

身も数名の方に個別にお声掛けしておりましたが、なかなか

入会いただくまでには至りませんでした。次年度中には、私

自身が必ず推薦を１名させていただきます。 

 会員選考は本年度は活動しておりません。 

 職業分類は小関迪会員と吉岡昭文会員の２名につきまして 

職業分類ではありませんが、変更の手続きをさせていただき 

きました。ありがとうございました。 

石川英昭委員長 

親睦活動委員会          菅原俊委員長 
 本年度は会員同士の理解と協力を深めるために皆様方の新

たな魅力を発見できる１年にすべく活動して参りました。特

にクリスマス会や新年会では皆様方の多大なる協力をいただ

きまして盛大に開催することができました。感謝申し上げま

す。 

 しかしながら震災の影響で退会された方もいらっしゃった

ことが非常に残念でございますし、きちんと親睦活動が行え

たか自信はありませんが、来年度は皆様方の元気が取り戻せ

るような活動ができることを祈念いたしております。 

 １年間ありがとうございました。 

社会奉仕            齊藤修一委員長 
 継続事業としてロータリーの森創生事業を実施いたしまし

た。これはつくば学園ＲＡＣやボーイスカウトの皆さんと一

緒に行いました。 

 地域貢献としてはつくばマラソン大会のロータリー施設給

水所の運営を本年度も行いました。これはつくばシティーＲ

Ｃと一緒に行いました。 

 識字率向上として、つくば市国際交流協会つくばティポナ

の会の支援を本年度も行いました。 

 ピンクリボンの乳がん撲滅運動の支援を本年度も行いまし

た。同じくいのちの電話への支援も行いました。 

 単年度で行った事業としては、ロータリーの森創りの樹木の移植作業をいたしました。ゆか

りの森の木を広く分散させるように植え替えて、木の下で子供たちが遊べるようにいたしまし

た。これについては地区の補助金をいただいて行った事業でございます。 

 以上でございます。ありがとうございました。 

菅原俊委員長 

齊藤修一委員長 
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 理事・各委員会委員長事業報告発表③   

2010-11 Vol. 45 TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

ＳＡＡ             中山正巳委員長 
 

 事業報告はクラブ現況報告書を見てください。言いたいこ

とを言って１年間司会をさせていただきました。残りあと２

回でございます。 

 次年度は岡本武志副ＳＡＡがしっかりと取り仕切ってくれ

ることと期待しております。 

 ニコニコＢＯＸは現在１６０万円を少し超えるところでご

ざいます。もう少しで目標達成できるところまでまいりまし

た。ご協力をよろしくお願いいたします。 中山正巳委員長 

国際奉仕            飯田正行委員長 
 今年度は年当初より、筑波大学の留学生を１０名ほど集め

まして例会に参加していただいております。納涼会、ロータ

リーの森創生事業、浅草への移動例会や新年会などに参加し

てもらい、日本的な文化を体験していただいたりゆかりの森

に自分たちがいた足跡を残してもらったり、いろいろな交流

をしてまいりましたが、３月の震災の後留学生がほとんど帰

国してしまいまして、３月以降の例会に参加してもらえずに

年度末を迎えてしまったのが残念です。戻ってきたらまた例

会にご招待したいと思っておりますのでよろしくお願いいた

します。 

 また、地区のこの指とまれ事業にも出資させていただきました。 

 米山奨学生の受入は、本来３年後からの予定でしたが、今年４月からたまたま受入が困難

なクラブがありまして、つくば学園ＲＣで申文浩君の受入を始めることができました。 

 来年は私が米山奨学会の委員長でございますので、是非とも今年同様お一人２万円の寄付

をお願いできればと思います。 

 以上で報告を終わります。ありがとうございました。 

雑誌・広報           大野治夫委員長 
 出席副委員長の大野です。ただし本日は雑誌・広報委員長

ということで報告をさせていただきます。 

 雑誌・広報は、ロータリー活動をＰＲする大切な委員会だ

と思います。本年度は前年度と同様に常陽新聞に特集記事の

時につくば学園ＲＣの活動記事を掲載いたたことが２件ござ

いました。 

 次年度はクラブ会報と広報を一体化されるということでい

ままで以上に広報宣伝活動をしていただければと思います。 

 ありがとうございました。 

飯田正行委員長 

大野治夫委員長 
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 理事・各委員会委員長事業報告発表④   

2010-11 Vol. 45 TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

クラブ会報           鯨井規功委員長 
 年当初何号まで会報が発行できるか賭けが成立するような

委員長で皆様方にご心配をおかけいたしましたが、皆様方の

ご協力で、なんとかここまでたどり着くことができました。 

 本年は３つの活動方針で会報を作成してまいりました。 

① 例会の活動内容をできるだけ早く正確に掲示すること。 

 これにより会報に例会活動の記録媒体としての意味合いを 

 もたせました。 

② 一人でも多くの皆様にご覧いただけるよう、出席者の方 

 すべての写真の掲載を心掛けました。 

③ 書式を統一して作成時間の短縮や読者の方が見やすい工 

                夫をいたしました。 

 私はどちらかというと真面目な性格ですので、堅苦しい会報になりましたが、来年は楽しさ

や面白味を付け加えていただければと思います。１年間ありがとうございました。 

鯨井規功委員長 

お客様挨拶 大槻利夫次年度第６分区ガバナー補佐    
 私は野堀喜作ガバナー補佐の後を引き継がせていただくこ

とになりました。私としては土浦ＲＣより選出されてガバ

ナー補佐を任命いたしました。野堀喜作さんがなされてきた

ことを継承し、よくお聞きしてガバナー補佐の役職を全うし

てまいる所存でございます。 

 次回はガバナー公式訪問の前に必ず事前打ち合わせを兼ね

て訪問させていただきます。当つくば学園ＲＣの公式訪問の

日程は、つくばシティーＲＣと合同の開催で１０月２６日を

予定いたしております。そのため事前打ち合わせを兼ねた訪

問を１０月１３日（木）にさせていただければと考えており

ます。その時には１人つれてお邪魔させていただきます。そ

の間にいろいろと詳細をつめてお邪魔させていただきますので、どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

大槻利夫次年度 

第６分区ガバナー補佐 

 お客様挨拶 

 報告事項 

筑波大学義援金について 
  

 筑波大学のＨＰの中で25周年事業の義援金に関する報告が掲載されておりました。 

 ＵＲＬを添付いたしますので、クリックしてご確認をお願いいたします。 
 

 https://futureship.sec.tsukuba.ac.jp/ 
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    ６月16日 会場スナップ①   

2010-11 Vol. 45 TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

 本日は理事・各委員会委員長の事業報告発表がありました。川崎庄一年度の集大成ですね。理事

の皆様・各委員会委員長の皆様１年間ご苦労様でした。 
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    ６月９日 会場スナップ②   

2010-11 Vol. 45 TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

 ６月会員誕生祝 

 

 本日は次年度第６分区ガバナー補佐の土浦ＲＣ大槻利夫様がご参加くださいました。この時期になる

と次年度がもうすぐ始まるのだなと感じます。次年度の役員・委員長の皆様頑張ってください。 

会員誕生日 
 

 １日  塚田 陽威会員 

 １日  山田 普 会員 

 ２日  布川 博 会員 

 ２日  生井 俊一会員 

２０日  篠崎 忠志会員 

２４日  東郷 治久会員 

２８日  高野 勝 会員 
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 ６月１６日ニコニコＢＯＸ    

2010-11 Vol. 45 TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

 出席率報告   ６月１６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  ３名 ７８．６９％ 

出席免除 

２名 

メイク・ゲスト 

１名 

本日の合計 ￥１５，０００－ 

本年度累計 ￥１，６２１，０００－ 

小城 豊 

 釣同好会恒例の北海道、釣行総勢２名（上野、小城）で行ってまいりまし

た。帰りがけの機内から仙台を見下ろすと、な・・・なんと海岸線から数ｋｍ

にかけて、建物がすべて無くなっており、今回の震災の災害が甚大であった筝

に、改めて知らされました。「うなぎプロジェクト、成功させましょう。」 

ＰＳ．上野さん、機内にナイフを持ち込むのはいいかげん止めてください！ 

塚田陽威 
 誕生祝いありがとうございました。６８歳です。もうすぐ７０歳です。元気

で頑張りたい！ 

野堀喜作  大槻さん、来年度よろしくお願いいたします。 

  

川崎年度の例会もあと２回です。ニコニコＢＯＸの目標達成

にむけてあとひと踏ん張り。 

 皆様のご協力、よろしくお願いいたします。 

 例会もあと２回です。私が出席率を発表する

のは今日が 後かもしれません。 

 来週は夜の移動例会です。今のところ今年度

の100％出席者が14名です。残り2回の例会に出

席していただきますと、10名近い方が100％出席

になりそうですから、是非残り2回の例会の出席

をお願いいたします。 



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） 

●先日ミュンヘン再保険から大都市を襲う自然災害リスク・イン

デックスが発表されました。詳細は「ミュンヘン再保険 災害保険

リスク」を検索してご確認いただければと思いますが、世界各国の

大都市に比べて東京の自然災害に対するリスクが突出しておりま

す。例えば自然災害に対する指数は、第2位のサンフランシスコ湾で

も167であり、ロサンゼルスでも100です。他の大都市は2桁台です

が、東京-横浜は710です。ある学者のお話では、ここ30年間で東京

における大規模直下型地震の発生率は70％を超えているそうです。

例えば日中に震災が発生した場合の家族の集合場所や連絡方法、非

常食の準備や飲料水の確保、ラジオ・懐中電灯などの準備は必ずし

ておいた方がいいですね。 

 また、神戸の震災支援にお邪魔してお聞きした話では、枕元にサ

ンダルなどを準備しておくことが大切だそうです。家の内外を含め

てガラスが割れて散乱すると素足では歩けず、避難ができない状況

が発生したそうです。ベットの下にでも靴やサンダルを置いておく

ことを勧められました。 

 是非とも政治家の皆様には今回の震災を糧に災害に強い都市づく

りを推進していただきたいと思います。 

  

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  6月 ロータリー親睦活動月間  

2010-11 Vol. 45 TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

 

   6月23日  移動例会 於 ホテルグランド東雲 

        時間：18:30～21:00 

                        各委員会委員長事業報告発表及び懇親会 
 

   6月30日    会長・幹事退任挨拶 

          クラブ総会 

                     6月ニコニコ大賞 


