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2010-11 Vol.47 

2011/06/30 

 ６月３０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. 

幹事報告            皆葉真治幹事 
 

 つくば学園RACより７月第1例会（キックオフ例会）のご案

内が届いております。是非ご参加ください。よろしくお願いい

たします。 
 

  日時 ：７月５日（火曜日） 19時30分 開始点鐘 

                20時45分 閉会点鐘 

  場所 ：ホテルグランド東雲 

  登録料：1,000円  

６月最終例会報告 
 

・幹事報告                 皆葉真治幹事 

・クラブ総会 本年度事業報告並びに会長退任挨拶 

                      川崎庄一会長 

       次年度事業報告      下村正次年度会長 

・石巻支援事業報告並びに幹事退任挨拶    皆葉真治幹事 

・転勤の挨拶                大山敬次会員 

・６月ニコニコ大賞・年間ニコニコ大賞 

・報告依頼事項       上野修次年度プログラム委員長 点鐘する川崎庄一会長 

幹事報告する皆葉真治幹事 

転勤の挨拶             大山敬次会員 
 この度6月28日付の移動で、執行役員日立支店長という辞令

を頂戴いたしまして、来週の月曜日から日立に赴任することと

なりました。業務の引き継ぎなどで例会の出席もままならない

状態でしたが、2年間振り返りますと会員の皆様方にはいろい

ろなご支援・ご鞭撻を頂戴いたしましてありがとうございまし

た。後任がロータリーを継続できますように理事会に諮ります

ので引き続きよろしくお願いいたします。 

 2年間お世話になりました。ありがとうございました。 転勤の挨拶 大山敬次会員 
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 クラブ総会①   

2010-11 Vol. 47 TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

本年度事業報告（会長退任挨拶）  川崎庄一会長 
  

 それではクラブ総会を開会いたします。今年度の事業報告

は終わっておりますので、会長退任挨拶の中で総括し、一括

承認をお願いいたします。 

 今年度の第1例会は7月1日でした。そして最終例会は6月

30日です。非常に区切りのよい年でございました。365日間

最初と最後がぴったりと一致しております。 

 今年は事業計画にない案件が次々と出てまいりまして、臨

時理事会も6回開催されました。通常理事会と含めますと18
回の理事会となりました。3月11日の大震災により地区大会

や観桜会が中止となりました。また25周年も一時中止となり、その後規模を縮小しての開催

となりました。また震災の影響で、会長・幹事予定者が3名退会されまして、さらに体調不良

者1名を含めて合計4名の会員が退会されました。期首に4名増強し66名でスタートした会員数

が増減なしの62名の会員数で終わることとなりました。 

 後半残り3ヶ月は、震災による被災者の支援活動を中心として活動してまいりました。振り

返りますと波乱万丈の1年間でございました。被災者の支援状況をご報告いたします。地区か

らの補助金は筑波大学の被災学生支援として40万円と石巻のボランティア活動支援として172
万7,590円の支援金を頂戴いたしました。さらに下村年度になりますが、うなぎプロジェクト

で65万円の支援金を頂戴できることが決定しております。これはマッチング・グラントとし

て3クラブで開催いたします。これらを合わせますと地区からの補助金は合計277万7,590円で

ございます。 

 これに対しましてクラブからの支援状況は、クラブからの寄付が100万円、皆様方からの個

人寄付が10万円、そして皆葉自動車様からの車両代として50万円、京都山城RCから10万円、

合計でクラブ側として170万円となりました。地区補助金と合計しますと447万7,590円となり

ます。これは2820地区内でも1番か2番の支援金の規模だと考えております。今朝京都山城RC
から1年間の閉めのご挨拶を頂戴いたしました。その後すぐ連絡を取りましたところ、京都山

城RCとしても是非支援活動をしたいということで、4つのクラブがまとまって、つくば学園

RCと一緒にこれからの支援活動を行ってまいりたいとのお申し出をいただきました。8月22
日に京都山城RCのＩＭがありまして、そこには石巻の亀山紘市長をお招きしてパネルディス

カッションをされるそうです。亀山市長はボランティア団体の本部がありました石巻専修大

学の教授を平成21年3月まで勤められ、退職して政治家に転身された方でございます。 

 このような中で1年間クラブの運営ができましたのは、会員の皆様の絶大なるご協力があっ

てのことでございます。深く感謝申し上げます。特に皆葉真治幹事には幹事として1年間裏方

に徹して活動していただきました。ほんとうにありがとうございました。また鯨井規功会報

委員長は本日の例会の会報で47号となります。毎週1回どこに出しても恥ずかしくない素晴ら

しい会報を作成していただきました。ありがとうございました。 

 それから各委員会の委員長の皆様には今年1年間さまざまな活動をしていただきました。例

えば職業奉仕の増山栄委員長には2回の移動例会を企画していただきました。各委員長に一言

ずつお礼を申し上げたいところではございますが、時間の関係もありますので、ここで各委

員長様方に感謝の意を表したいと思います。 

議長を務める川崎庄一会長 
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 クラブ総会②   

2010-11 Vol. 47 TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

本年度事業報告（続き）      川崎庄一会長 
 また、オークラフロンティアホテルさまには1年間美味し

い料理とおもてなしをいただきましてありがとうございまし

た。私どものクラブは会員の年齢構成もバランスよく、いざ

という時のまとまり方も素晴らしいと思っております。非常

にパワーのある本当に素晴らしいクラブです。こういうクラ

ブで1年間会長として務めさせていただきましたこと改めて

会員の皆様に感謝申し上げます。 

 クラブ総会でございますので、会長退任挨拶をもちまして

今年度の事業の一括承認を図りたいと思います。承認される

方は拍手をお願いいたします。 

 この議案上程につきまして、満場一致で可決承認されました。川崎庄一会長1年間ありがと

うございました。 

オークラフロンティアホテル様に

記念品を贈呈する川崎庄一会長 

次年度事業報告        下村正次年度会長 
 川崎会長、1年間ご苦労様でした。第26代会長を務めるこ

とになりました下村です。川崎年度同様一生懸命やってまい

る所存でございます。次年度はやらなければならないことが

多々あります。川崎会長からもご報告がありましたうなぎプ

ロジェクトにおいて地区の補助金を申請いたしました。野堀

喜作ガバナー補佐からは、「なぜ第6分区ばかり補助金を申

請するんだ？」といった声もあがったことをお聞きしまし

た。これを払拭するためには野堀さんのガバナーを一生懸命

みんなで応援し、野堀さんが思いっきり活動できる体制を来

年は作っていきたいと考えております。 

 私はクラブの主役は委員長だと思っております。各委員長は、会員の皆様方の応援とアド

バイスがあれば頑張ることができると思います。応援やアドバイスは委員長の皆様に直接お

声掛けしてください。例えば「よく頑張ったよ。」ですとか「いい企画だったよ。面白かっ

たよ。」などです。逆にクレームは私にお願いいたします。陰で言う事無く直接私にお願い

いたします。うまい回答ができるかどうかはわか

りませんが、風通しのよりクラブ運営を目指して

頑張ってまいりますのでどうぞよろしくお願いい

たします。 

 ここで各委員会の委員長の皆様のご紹介があり

議案の承認が求められました。次年度事業報告も

満場一致で可決承認されました。 

 下村正次年度会長、そして各委員会委員長の皆

様、1年間頑張ってください。 

次年度の事業報告をする 

下村正次年度会長 

下村正次年度会長と各委員会の委員長の皆様 
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 石巻支援事業報告   

2010-11 Vol. 47 TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

石巻支援事業報告並びに幹事退任挨拶  皆葉真治幹事 
 幹事退任挨拶も兼ねて石巻支援事業報告をいたします。 

 ６月２８日に川崎会長はじめ９名で２８２０地区支援金を

届けるために宮城県石巻市に行ってきました。高速で片道約

５時間の道のりです。菅原さんの被災証明のおかげで通行料

は無料になりました。現地に到着してまず、ボランティアの

青年に市内の被災箇所の案内をしていただきました。被害の

大きさに驚き、津波の恐ろしさをあらためて痛感しました。

「どこに宿泊してるの？」「グランドのテントです」「お風

呂は？」「週１回です。もう慣れました。」の言葉に一同絶

句でした。石巻復興支援協会会長の伊藤さんに石巻の現状と

これらからの復興にかける熱き思いをお聞きし、我々が逆に元気をいただいた気がしまし

た。ガレキ撤去が一筋縄ではいかないこと、地元の業者の生き残りをかけたゼネコンを巻き

込んでの復興計画や、この震災を商店街の再開発のチャンスととらえ、都市の再開発をも視

野に入れた復興を目指しているとのお話しでした。これからの石巻に注目です。支援に対し

お礼の言葉をいただき、息の長い支援が必要であることを痛感し帰路につきました。 

  参照：石巻災害復興支援協議会 URL：http://gambappe.ecom-plat.jp/ 

 最後に幹事退任挨拶をさせていただきます。本当に1年間ありがとうございました。皆さん

にいろいろ助けていただきまして、無事かどうかわかりませんが終わることができました。

まだ鯨井会報委員長より会報用の石巻支援事業の報告書の提出を求められて、まだまだ仕事

が残っております。 

 来期は第2820地区の新世代奉仕委員会に出向することになりました。来年はつくば学園Ｒ

ＡＣの石塚美沙さんが地区代表を務められますので、是非皆さんの支援をよろしくお願いい

たします。1年間ありがとうございました。 

石巻支援事業の報告をする 

皆葉真治幹事 

参加者名簿 

川崎庄一会長 皆葉真治幹事 

野堀喜作ガバナー補佐 

下村正副会長 齊藤修一会員 

菅原 俊会員 塚田陽威会員 

岡添紘樹会員 石井健三会員 

ありがとうございました。 
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    ６月３０日 会場スナップ①   

2010-11 Vol. 47 TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

 本日は川崎年度の最終例会ですので、皆様１年間の思い出話に花が咲き、和やかで楽しそうな食

事風景ですが、ＳＡＡのお2人はニコニコＢＯＸの目標達成に向けて緊張の面持ちでした。 
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    ６月３０日 会場スナップ②   

2010-11 Vol. 47 TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

 会報の作成も本日の例会が最後ということで気が緩んだのか、自分の食事に端をつけてから食事

内容の写真を撮っていないことに気づきました。あぶない！あぶない！ 

 報告・依頼事項 

次年度プログラム委員長からのお知らせ 

          上野修次年度プログラム委員長 
 次年度は会長が点鐘した後すぐに食事をすることになりま

した。これは熱いものは熱く、冷たいものは冷たいうちに食事

を召し上がっていただきたいとのホテル側のご意向を考慮させ

ていただきました。すぐに返っていただいても結構ですので食

事を食べに来てください。 

 また、偶数月には夜の例会を開催いたします。初回は８月２

５日（木）にオークラフロンティアホテルのビアガーデンで開

催いしたいと考えております。 

               最後に、本日はワイン同好会を開催いたしますので、参加 

               申し込みをされている方はお忘れないようお願いいたします。 

上野修次年度プログラム委員長 
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 ６月３０日（木）ニコニコBOX    

2010-11 Vol. 47 TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

石川英昭 

 川﨑会長、皆葉幹事、役員の方々、1年間ご苦労さまでした。 尚、全会員に対しても

ご苦労様と申し上げます。 年度最終日、最終例会となり、次年度に対しても会員相互

の親睦を図りたく思います。 

上野 修 
 6月23,24,25日と韓国にてラケットボールアジアオープンに参加いたしました。   ア

ジアの若者は強かったです！ 

大野治夫  本年ノルマ達成です。 来年も１００％出席頑張ってください。 

岡本武志  28日石巻訪問ご苦労様でした。川崎会長、皆葉幹事、最終例会ご苦労様です。 

川﨑庄一 
 会員の皆様方のご協力により、無事会長の務めを果たす事が出来ました。 素晴ら

しいクラブと会員の皆様に感謝いたします。 1年間本当にありがとうございます。 

鯨井規功 
 つたない会報でしたが、1年間お付き合い頂きましてありがとうございます。 次年度

の石井さんの会報が楽しみです。 1年間有難うございました。 

菅原 俊 

 一昨日は、石巻市へ川崎会長をはじめ皆さんとご一緒させていただきました。 有難

うございました。故郷の危機的状況は今も予断を許しませんが、皆様にご支援、ご厚

情いただき感謝の言葉もみつかりません。また、今回の事業に参加させていただき本

当にありがとうございます。 ロータリークラブに入会して数年がたちますが、私もロー

タリアンになれたでしょうか？ どうか皆様で今後とも、御指導、ご鞭撻いただきますよ

う宜しくお願いします。良縁多謝。 

高橋恵一  川﨑年度を支えた皆様、楽しい運営感謝しております。 

塚田陽威 
 川﨑会長、皆葉幹事、又理事の皆さん1年間大変ご苦労様でした。 多忙、多難の年

でしたね。 

中野 勝  川﨑会長、皆葉幹事、お疲れ様でした。私も入会して1年、ありがとうございました。 

野堀喜作 
 川﨑会長、皆葉幹事、1年間ご苦労様でした。 私も、ガバナー補佐としてクラブ全員

の皆様に御礼を申し上げます。 

皆葉真治  1年間ありがとうございました。 皆様に助けていただいたお蔭です。 

宮武孝之  川﨑会長、1年間有難うございました。 都合により早退させていただきます。 

宮川健治  川﨑会長、皆葉幹事、1年間どうもご苦労様でした。 

本日の合計 ￥１０７，０００－ 

本年度累計 ￥１，７２８，０００－ 

 今年度もニコニコＢＯＸへのご

協力ありがとうございました。 

 大切に使わせていただきます。 
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 マッチング・グラントとは？    

2010-11 Vol. 47 TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

 出席率報告   ６月３０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  １７名  ５名 ７２．１３％ 

出席免除 

２名 

メイク・ゲスト 

０名 

マッチング・グラント（Matching  Grants） 
 マッチング・グラントの目標は、ロータリー・クラブと地区が他国のロータリアンと協力して、国

際的な人道的プロジェクトを遂行するのを援助することです。ロータリー財団は、米貨１ドルの現金

寄付に対し、米貨５０セントの補助金を提供します。地区財団活動資金（DDF）からの寄贈はいかな

る場合も、米貨１ドルの補助金を財団が提供します。 

マッチング・グラント・プロジェクトは、 

 ・国際的規模のものでなければなりません。（すなわち、最低２ヵ国における、少なくと 

  も２つのロータリークラブまたは地区が関与していること。） 

 ・財団の資格条件に関する指針を遵守しなければなりません。 

 ・マッチング・グラントに関する要件は、ロータリー財団に申請する補助金額によって異 

  なります。 

マッチング・グラントには、次の種類があります。 

 ・マッチング・グラント（米貨5,000～25,000ドル） 

 ・競争性マッチング・グラント（米貨25,001～150,000ドル） 

 マッチング・グラントの申請書は、7月1日から3月31日までの間に財団に提出することができま

す。競争性マッチング・グラントの申請書は、年に2回の管理委員会会合で審査されます。従って、

10月会合での審査の対象となるには8月1日までに、4月会合での審査の対象となるには1月1日までに

申請書が受理され、不備のないものとして確認されなければなりません（ロータリー財団章典9．

040）。 

 今回地区にマッチング・グラントとして申請した「うなぎプロジェクト」は、つくば学園RCと古河

RCとバンコク・スリウォンRCの３クラブの合同事業として上記の要件を満たして補助金をいただけ

ることになっております。 

 ６月ニコニコ大賞・年間ニコニコ大賞 

 厳正なる審議の結果、６月のニコニコ大賞は、川崎庄一会長

と皆葉真治幹事が受賞されました。おめでとうございました。 

 また本日は最終例会ですので、年間ニコニコ大賞も発表され

ました。 

 こちらも厳正なる審議の結果、野堀喜作会員が受賞されまし

た。野堀喜作会員には、年間のニコニコＢＯＸに対する寄付の

額についてもつくば学園ＲＣでＮｏ．１の貢献をしていただき

ました。ありがとうございました。 
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 ＲＩ会長メッセージ   

 

 

 

 

 

2011－12年度ＲＩ会長 カルヤン・バネルジー 

 

ロータリーの兄弟･姉妹の皆さん 
 
 私たちは皆、ロータリーを通じて世界を変えたいと望んでいます。ロー

タリアンとなる理由は、まさにこれに尽きるのではないでしょうか。私た

ちの世界をもっと幸せで、もっと健康的で、そして、もっと平和にするこ

とができ、そして私たちの奉仕活動を通じてより良い世の中をつくること

ができる、と私たちは信じています。 
 
自分を見つめ直す 
 2011－12年度には、まず自分自身を見つめ直すこと、すなわち「ここ

ろの中を見つめよう 博愛を広げるために（Reach Within to Embrace 
Humanity）」のテーマを実践していただきたいというのが、ロータリア

ンの皆さまへの私からのお願いです。深く自己を省みることによって、ど

こに住んでいようと、私たちが皆、同じ夢、同じ希望、同じ願望、同じ問

題を分かち合っていることを、理解していただきたいのです。他の人々の

ニーズが自分たちの思いと同じだということを私たちが理解し、本当にそ

う思えるようになれば、私たちの活動がどれほど重要なことかを理解し始めるのです。今年度は、ロータリー

の奉仕において3つの強調事項に力を注いでいきたいと思います。 
 
全てが「家族」から始まる 
 今年度の第一の強調事項は、「家族」です。家族と家庭は私たちの活動の核となるものです。私たちの奉仕

活動も全てここから始まります。そして、家族を通して私たちは地域社会に、さらには会員全員がお互いにい

たわり合う広い意味での家族のように、人類全体と接点を持っているのです。うれしいとき、手を差し伸べて

もらいたいとき、一人ぼっちの人は誰もいません。 
  第二の強調事項は、「継続」です。私たちが得意とすることは何かを知り、それを継続しながら次のレベ

ルへと高めていくことです。私たちは、自らの成功を土台に、今後もさらに多くの人々に手を差し伸べ、さら

に努力を重ねなければなりません。もちろん、私たちの最大の責務は、今、成功にあと少しのところまできた

ポリオ・プラスです。 
 
友情と親善を分かち合い、倫理的に誠実に 
 第三の強調事項は「変化」です。真の変化とは、一人ひとりからしか始まることはなく、自らの内面から始

めるものであるということを、私たちは理解しなければなりません。平和は、もし自らが与えようとしなけれ

ば、他の人と分かち合うことはできません。私たちの家族、クラブ、地域社会といった私たちに身近なものを

大切にしなければ、世界中を大切にすることはできません。 
  マハトマ Ｋ. ガンジーは「世界の変化を望むなら、あなた自身がその変化にならなければならない」と言

いました。ロータリーにおいては、私たちは、友情と親睦を分かち合い、あらゆる人々の真の価値を見極める

ために、倫理的に、誠実に生きようと努力しています。ロータリアンは並みのことには満足しません。なぜな

らロータリーは非凡な組織だからです。その代わりとして、私たちが自分自身を高めることによって、世界を

高めようと取り組むのは、このためなのです。 
  「こころの中を見つめよう 博愛を広げるために」。平和、調和、友情、私たちは変化を、そして、さら

に喜びのある世界を築いていくことでしょう。 
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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） 

●本日川崎年度の最終例会を向かえました。川崎会長、皆葉幹事、

歴代の会報委員長の皆様方のご支援の下、なんとか最終例会の会報

をお出しし、その責を全うできそうなところまで漕ぎ着けました。 

 青年会議所もそうでしたが、ロータリークラブも単年度制です。

当然単年度制にはデメリットもあろうかとは思いますが、私はメ

リットの方が大きいと思っております。それは毎年所属する委員会

や役職が変わることです。 

 どうしても人間は弱い生き物ですから、安易な方向に気持ちが流

れがちです。例えば私は税理士ですから会計的なポジションを志向

しがちになります。それが自分ではできそうもないと腰が引けてし

まい、本来進んでは行わない活動を半強制的に経験させていただけ

るのです。今年も多くの気づきや学びを頂戴いたしました。 

 素晴らしいのは任命する方の勇気だと思います。過去に実績があ

る方や経験が豊富な方に任せれば安心できます。その安心を捨てて

経験を積ませていただいた川崎会長に感謝し、また最後まで温かい

目で見守り続けていただいた会員の皆様に感謝申し上げ、最後の編

集後記といたします。１年間ありがとうございました。 

  

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  ７月   
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    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 


