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2010-11 Vol.46 

2011/06/23 

 ６月２３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 
 

 今日の例会は震災で中止となりました観桜会の替わりの親

睦例会として企画をいたしました。例年観桜会では鈴木敏雄

会員に素晴らしい桜をご用意いただきまして開催いたしてお

りますが、今年の桜は綺麗に咲いたのにどうして東雲に連れ

てきてもらえないのかと考えていることと思います。来年は

地震が来ないと思いますのでよろしくお願いいたします。 

 今日は懇親会として例会の後飲むだけでございます。25周

年の記念酒もご用意いたしておりますので、時間の許す限り

よろしくお願いいたします。                   

６月第４例会報告 
 

 会長挨拶            川崎庄一会長 
 

 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 
 

 お客様紹介  米山奨学生 筑波大学 申文浩様 
 

 懇親会 会長挨拶をする川崎庄一会長 

会長挨拶をする川崎庄一会長 

幹事報告                     皆葉真治幹事 
 

 6月28日に石巻に行ってまいります。メンバーは今のところ川崎庄一会長・下村正副会長・

皆葉真治幹事・野堀喜作ガバナー補佐・塚田陽威会員・菅原俊会員・石井健三会員・齊藤修一

会員の8名です。 

 後日報告をさせていただきます。よろしくお願いいたします。 
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 報告・依頼事項   

2010-11 Vol. 46 TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

出席               高野勝委員長 
 私が少し休みがちでしたので、大野治夫副委員長には大変

お世話になりました。 

 今年度は例会出席率72％以上を目標とし月間スケジュー

ルに例会案内を添付して会員の皆様に事前情報を提供し、出

席率の向上を図りました。特に川崎年度の重点目標として、

無届欠席0を掲げ、全会員に月間スケジュールをＦＡＸによ

り送信し、出欠予定を記入の上返信をしていただきました。

急な予定の変更には携帯電話を利用して対応いたしました。

また例会前日にはメールにて出席案内を送信致しました。

100％出席の会員の表彰も行います。今のところ20名の方が 

                該当いたしております。以上ご報告申し上げます。 

高野勝委員長 

プログラム           井田充夫委員長 
 今年度も4回×12か月の48回のプログラムを企画させてい

ただきました。 

 第1番目は職業奉仕報告卓話を入会の古い方の話を新しい

会員に聞いていただく機会を設け、11名の会員に報告いた

だきました。新たな1面を感じていただけたと思います。 

 第2番目に外部卓話としてつくば大学の山田学長、筑波銀

行の熊坂部長にお願いいたしました。市原つくば市長も予定

しましたが、震災の影響で取り止めになりました。 

 第3番目に初めての試みでディスカッション例会を開催い

たしました。時間が短く思うようなディスカッションにはな

らなかったと思いますが、初めての企画としてはよかったと思っております。 

 また職業奉仕として東京スカイツリーと百里基地及び茨城空港の見学をいたしました。 

 以上ご報告申し上げます。ありがとうございました。 

うなぎプロジェクト   下村正会長エレクト 
 うなぎプロジェクトのＰＲ用の帽子を喧々諤々検討いたして

おります。ロータリーのマークはバッチにいたしました。これ

を前や横に付けていただきます。バッチは大・中・小の3種類

作成いたしました。各人の個性でそれぞれつけていただきたい

と思います。28日には石巻に付けていってください。また7月

21日の郡山にも是非ご使用ください。 

 帽子とバッチは50個作成いたしました。後日お渡しいたしま

すのでよろしくお願いいたします。 

井田充夫委員長 

下村正会長エレクト 

 理事・各委員会委員長事業報告発表① 
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 理事・各委員会委員長事業報告発表②   

2010-11 Vol. 46 TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

職業奉仕             増山栄委員長 
  

 今年度は盛りだくさんに楽しい職業奉仕を企画・実施いた

しました。10月に東京スカイツリー見学や浅草見番で研修し

飯田屋さんでどぜうをいただきました。我がクラブの職業奉

仕の歴史で1番の盛り上がりであったと考えております。 

 また11月には百里基地と茨城空港への移動例会を開催いた

しました。初めてアッパッチにも乗りまして興奮した1日で

ございました。 

 また1月には豊里中学校において中学生と語る会を例年通

り開催いたしました。多くの会員企業の参加をいただき、あ

りがとうございました。 

 さらにプログラム委員会の報告とは重なりますが、ロータリー歴の長い会員の皆様から卓

話を頂戴しました。例年は新入会員の皆様から卓話をいただくのが多いですが、今年度はベ

テランの会員の皆様から卓話を頂戴いたしまして、新しく入られた会員の方にも有意義な例

会が開催できたと思います。是非来年も取り入れていただければと思います。 

 以上のように今年度の職業奉仕委員会は多くの委員会の方々にお世話になり、かつ貴重な

予算も存分に消化をさせていただき、無事に事業を達成することができました。本当に1年間

ありがとうございました。 

増山栄委員長 

会計              大山敬次委員長 

ロータリー財団         浦里浩司委員長 
  

 上記両委員会の委員長が欠席のため、皆葉真治幹事が代わ

りに報告させていただきました。 
 まずはロータリー財団の浦里浩司委員長の報告を代読させ

ていただきます。反省点は会員の理解を深める活動が不十分

であったと思います。また寄付計画はクラブ目標の一人150
ドルは達成いたしましたが人数が足りず予算を達成すること

ができませんでした。野堀喜作会員にはべネファクター会員

として1,000ドル寄付をいただいております。寄付金について

トータルは617,800円頂戴いたしました。 

 次に会計の大山敬次委員長の報告を代読させていただきます。クラブ会計・クラブ運営資金

奉仕資金とを厳正に区別した処理を行いました。 

 また会員並び事務局にご協力いただき、資金の受払・保管・記帳について会計規則に則り適

正に処理いたしました。 

 さらに理事会において四半期ごとの会計報告を実施し、クラブ会計の資金の流れについて会

員の理解を深めることができました。 

 次年度の引き継ぎ事項は特にございません。 

 以上報告を終わります。ありがとうございました。 

皆葉真治幹事 
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 懇親会   

2010-11 Vol. 46 TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

乾杯のご発声         東郷治久直前会長 
 

 これが 後の仕事です。本日は野堀喜作会員と別の会合に

行ってそちらでも乾杯してきました。 

 本日２度目です。 

 乾杯！！！ 

乾杯のご発声をする東郷治久直前会長 

中締めの挨拶           川崎庄一会長 
 本日は賑やかに過ごしていただきましてありがとうござい

ました。東雲の鈴木敏雄会員、本日やっと観桜会の義理を果

たすことができました。ありがとうございました。 

 来週もう一度挨拶をさせていただきますが、おかげさまで

なんとか１年間皆さんのご協力によりましてここまでやって

まいりました。本当にありがとうございました。 

 

ガバナーエレクトのご紹介 
 来年度お世話になる第2820地区ガバナーの大木勲会長をご紹介いたしま

す。所属は結城ロータリークラブで1997年9月に入会されました。職業は特定

医療法人同樹会結城病院の理事長・名誉医院長で、職業分類は一般病院です。 

 結城ロータリークラブにおいては、2004-2005年度にはクラブ国際奉仕委員

長、2005-2006年度にはクラブ社会奉仕委員長、2006-2007年度にはクラブ米

山奨学委員長、2008-2009年度には結城ロータリークラブ会長をされていらっ

しゃいます。 

 また来年度の地区の運営方針は、大木薫会長がＨＰに掲載されている地区目

標９項目を拝見すると少しは垣間見ることができると考え、ここに紹介させて

いただきます。 

１．環境問題を考えて行動しよう 

２．今や変革の時代 これに対応して合理化に努めよう 

３．会長賞とチェンジメーカー賞をめざして行動しよう 

４．各自クラブのサポートと強化が も重要 

５．〝END  POLIO  NOW〟を掲げて、ポリオ感染を世界から消失させる 後の努力をしよう 

６．大陸をつなぐ橋を渡って国際奉仕の輪を広げよう 

７．あらゆるロータリー活動が地域社会に認知されるよう努力しよう 

８．寄付の数値目標 １）ロータリー財団への寄付は160ドル／人 

          ２）べネファクターを含め、恒久基金1,000ドル以上を各クラブで1名以上 

          ３）米山記念奨学会へ2万5000円／人 

９．東日本大震災からの復興のために行動しよう 

中締めのご挨拶をする川崎庄一会長 

大木薫ガバナー 
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    ６月２３日 会場スナップ①   

2010-11 Vol. 46 TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

 本日は観桜会の替わりの懇親会です。理事・各委員会委員長の事業報告も無事終了して今から楽

しい懇親会です。皆さんお疲れ様でした。 
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    ６月２３日 会場スナップ②   

2010-11 Vol. 46 TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

 美味しい料理に舌鼓を打ちながら１年間の思い出話に花が咲きました。例会はあと１回ありますが、

事務局の服部さんもお疲れ様でした。今日は思いっきり羽目を外して楽しんでくださいね。 
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 ゴルフ同好会報告    

2010-11 Vol. 46 TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

 出席率報告   ６月２３日（木）  例会 

会員数 出席数 欠席数 内無届欠席数 出席率 

６３名  ４４名  １９名  ０名 ７３．７７％ 

出席免除 

２名 

メイク・ゲスト 

１名 

ゴルフ同好会開催報告                   下村正副会長 

 ６月２１日（水）イーグルポイントゴルフクラブにて川崎年度のゴルフ同好会コンペが開

催されました。下村正副会長より報告書をいただきましたので、ここに紹介いたします。 

 本会は、故国府田氏の３回忌も記念して行われ、総勢１０名の参加者でにぎやかに開始し

ました。午前は風が少し強く吹きましたが、梅雨の 中なのに良い天気に恵まれました。普

段の心がけが良い選手ばかりが集合したからでしょう。成績は優勝が下村正、準優勝が井田

充夫、三位が中野勝となりました。 

 次回は９月初旬、茨城空港を利用して北海道へという意見が多数あり、北海道にて開催の

予定です。近くになりましたら、改めてご案内いたしますので、奮ってご参加ください。 



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） 

●ここ２年間当社の人事評価制度で悩んでおりました。現在は経営職

層・管理職層・実務階層・アシスタント職層と階層を４つに分けそれぞ

れを２～３の役職に分類し、役職ごとの職務分掌を作成し、私が各役職

に期待する仕事を明文化し、それを達成するために求められる能力を書

き出し、当該能力が備わって、仕事の中で発揮してくれているかどうか

が評価基準としてまとめました。 

 ここで大きく変わるのは実務職層以下と管理職層以上です。実務職層

以下は個人評価で管理職層以上はグループ評価です。つまり実務職層以

下は個人のスキルや業績で評価しますが、管理職層以上はグループメン

バーをいかにやる気にさせて、グループ目標を達成したかどうかで評価

されます。つまりマネジメントとリーダーシップについての評価ウエイ

トが高くなります。 

 そんな視点で菅総理を見ると情けなくなります。頑張れ菅総理！ 

  

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  ７月   

2010-11 Vol. 46 TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

     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 
 

    ７月０７日 会長・幹事就任挨拶 

          理事事業計画発表 

          奥様誕生・結婚祝 
 

    ７月１４日 直前会長・幹事慰労会 

          ホテルべストランド「ラ・ポルタ」 

          ＰＭ７：００～９：００（集合ＰＭ６：３０） 
 

    ７月２１日 【昼】国内奉仕活動  「被災者にうなぎを届けよう！」 

          【夜】納涼パーティー 「山水亭」ＰＭ７：００～９：００ 
 

    ７月２８日 各委員会委員長事業報告発表 

          1011-12年度国際親善奨学生挨拶 卯城大様 


