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つくば学園ロータリークラブ
It is the 26th year since 1986
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会長・幹事就任挨拶
下村 正 会長就任挨拶

点鐘する 下村

昨年来川崎直前会長の下、２５周年事業やＩＭだとか、いろいろ顔
を出してまいりましたが、２６代目会長になりました。 どうぞこ
れから１年間飽きずにお付き合いください。
つくば学園ロータリークラブ運営の主役は各委員長ですので、十分
に働いていただくためにも、どうぞクレームは私の方へお願いしま
す。 楽しいクラブ運営をめざし応援団長となっていく所存です。
３５歳の時に、バイクのツーリング中事敀に会い、一度死にかけま
正した身でございます。走馬灯のように短い人生をかえりみた経験が
会長
あります。 この１年間、一所懸命に会長を務めます。 本年度は
人生復活したように被災地と当クラブの復興支援年度として、各委
員長の健闘をお願いします。 宜しくお願いします。

小城 豊 幹事就任挨拶
２６人目の幹事となりました。何敀私を幹事にしたのか会長に聞いた
ところ、以前近所に住んでいたからだということでして、さらに暴れ
ん坊対策ということでもあるようです。 能力があってということで
は無いので、安心しております。
会長・幹事、先走ることなく１年間頑張っていきたいと思います。
幹事報告：①８月プログラム（東郷会員卓話・泉観音住職最近のお盆の話・クラブ総会・夜
間例会ビアガーデン）、②７月２１日うなぎ蒲焼プロジェクト、③納涼会「山水亭」、④ク
ラブ備品としての帽子缶バッチ、⑤新会員下山田会計担当理事就任、⑥土浦薪能支援、⑦親
睦会クリスマス会、⑧会計監査東郷会員就任
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理事事業計画発表①
第１クラブ奉仕

中山 正巳 委員長

総務として下村会長を後押ししていき、また来年の野掘ガバナー就
任へ向けての準備をしっかりしていきたいと思っています。
どうぞ皆さんのご協力をお願いしていきますので、よろしくお願い
いたします。

第２クラブ奉仕

東郷 治久 委員長

慣例のようで直々前会長の私が急遽会計監査とともにいたすことに
なりました。
親睦委員長に 大堀 健二 会員、クラブ会報広報委員長に 石井 健三
会員、出席委員長に 大野 治夫 会員、そしてプログラム委員長に上
野 修 会員という強力体制でなかよくやっていきたいと思います。

職業奉仕

鯨井 規功 委員長

昨年同様移動例会を年２回ほど行い、東京証券取引所へ来年年明け
以降に企画いたしたいと思います。また会員卓話で職業や提供して
いるサービスなどの発表をお願いしてまいります。また来年２月に
は第６回豊里中学職業体験学習してまいります。
宜しくお願いします。

社会奉仕

菅原

俊 委員長

昨年同様目に見える社会奉仕事業をめざしていきたいと思います。
ロータリーの森創生事業・つくばマラソン休憩所営業・識字率向上
事業・ピンクリボン乳がん撲滅運動・命の電話等に加えまして、私
のライフワークでもあります薬物乱用防止運動も推進していきたい
と思います。よろしくお願いいたします。

新世代奉仕

佐藤 裕光 委員長

自分の子供と同世代の人たちを育てながら自分も成長して行きたい
と思います。
ロータアクトの会員増員を皆様にお願いし、１８歳から３０歳のお
近くの若者の積極的な勧誘をよろしくお願いします。ロータリー青
年ライラにも参加、つくば市青年事業も継続していきます。 前島
正基会員、皆葉真治会員とともに頑張っていきたいと思います。
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理事事業計画発表②
国際奉仕

倉持 武久 委員長

今年度、土浦クラブから通算すると三度目の国際奉仕委員長とな
り、国際奉仕を担当することになりました。
本年度、古河ＲＣとタイのスリウォンＲＣとの合同事業「マッチン
グ・グラント」となりました、土用の丑の日に５００人分のうなぎ
蒲焼きを郡山の避難所に届ける計画と、 野堀次期ガバナーからに
協力してほしいと言われた「WCS事業提唱クラブ」となりまし
た、タイの中学生に放置自転車を送る事業の、二大事業を担うことになりました。この相手
クラブも、タイのスリウォンＲＣです。うなぎ・プロジェクトへの協力に対してお礼の意味
合いにもなります。皆様のご協力を切にお願いする次第です。

ＳＡＡ

岡本 武志 委員長

今年度、奥様誕生日につきましては、直接ご自宅に花束をお送りい
たすことになりました。
結婚記念祝いは従来通り会場でお祝いいたします。
記念品は虎屋の羊羹です。

つくばシティＲＣ 会長幹事の訪問とご挨拶
んんんんんんんんん
んんんんんんんんんん
んんんんんんんんんん
んんんんんんんんんん
んんんんんんんんんん

大久保 弘行 会長・飯島 功光 幹事
どうぞよろしくお願いいたします。１０月
２６日には、貴ＲＣと合同でガバナー公式
訪問を受けます。また来年度での野掘ガバ
ナー就任へ向けて、今以上に協力協同、準
備体制が出来れば幸いです。

郡山市ビックパレットふくしま 事前訪問報告
去る７月３日に、小城幹事・倉持国際奉仕委員長・菅原社会奉仕委員長と私で郡山ビックパ
レットふくしまへ行ってきました。富岡町（福島第２原発の地元町）の災害対策本部と富岡町
給食センターと事前打ち合わせしてきました。施設内はクーラーが効いていましたが、放射線
量計（0.12μシーベルト）があったり、自衛隊の災害救援隊の車（お風呂の設置等）、段ボー
ルやカーテンでの間仕切りなど被災者の生活を垣間見て来ました。
2530地区幹事石田さんにもお会いして来ました。７月２１日には古河ＲＣの同席もあり、福島
新聞の取材もあります。帰路、北茨城大津漁港も見てきました。
（下村会長のご報告）
Page 3

2010-11
2011-12 Vol.
Vol. 45
01

TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I.

京都山城ＲＣ会長からのご挨拶

上村卓三 会長

信頼と友情の「上下？」関係

京都山城ＲＣ
上村 卓三 会長

未曾有の大地震で、貴クラブのメンバーにも、被害を受けた方も多い中
で、色々地震復興支援に手を差しのべておられることをお聞きし敬服してお
ります。また、ＨＰでも拝見しました。
我々も義援金集めはしていますが、具体的な活動はようやく動き出したばか
りです。
被害を受けた石巻クラブと京都の複数のクラブとが一緒になって、復興支
援活動を行う「ファイブ・フォー・ワン」という活動です。
できれば、貴クラブとも一緒に活動することができればと思っています。
我々の年次計画は追ってご報告しますが、基本的には、ＲＩ会長の提唱す
る「こころ」を念頭に置いた、地元密着型の奉仕活動を進めてまいります。
偶然とはいえ、会長が下村さんと上村(ｶﾐﾑﾗ)という取り合わせでのスター
トとなりました。 前年以上に新たな交流が図れることを願っています。
貴クラブの益々の発展を祈念して、私の挨拶といたします。
会員の皆様によろしくお伝えください。

土用丑の日に「被災者にうなぎを届けよう」プロジェクト
タイ・バンコク・スリウォンＲＣと2820地区との関係
バンコク在住日本人によるクラブで、今回の支援金は会長の中村淳氏が
彼のロータリー人脈を使ってタイ国内の各方面に働きかけて集めた義援
金です。今年3月5日インターコンチネンタル・バンコクでスリウォンＲ
Ｃ創立10周年記念例会には、2820地区より山崎ガバナーはじめ、私、地
区役員や地区内各ＲＣから総勢54名程が参加しました。
古河ＲＣ 長澤 清輝 会員からの報告

7月5日つくば学園ＲＡＣ例会キックオフ！
点鐘するつくば学園ＲＡＣ 竹来 伸子 会長
一足早く、ロータアクト7月第一例会が、7月5日（火）ホテルグランド東
雲で開催されました。 つくばサンライズＲＣから2名、つくば学園ＲＣ
から下村会長はじめ4名の参加で、はなばなしく、浅香（旧姓石塚）美紗
第2820地区ＲＡＴ委員長の年を迎えました。 現在つくば学園ＲＡＣ
は、会員4名、オブザーバー2名でキックオフしましたが、つくば近郊の
若人の参加を期待しつつ、ホストクラブとしてしっかり応援していきた
いと思いました。
つくば学園ＲＡＴ会長

新世代奉仕委員長
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新会員ご紹介
下山田和司

新会員

常陽銀行つくば支店長に７月４日大山前支店長の後任として着任いた
しました。 前任地は郡山市であります。 茨城県高萩市出身であり
まして、以前当クラブに在籍しておりました下山田とは親戚でありま
す。 郡山へ行かれた下村会長とばったり高速道路サービスエリアで
お会いするなど、ご縁があります。 どうぞ宜しくお願いします。

米山奨学金贈与
筑波大学大学院生の 申 文浩（しん・むの）です。
ありがとうございます。

７月７日開場スナップ

今日の献立：和食幕の内（鮪お造り・夏野
菜煮付・鳥の照焼・鰆の香味焼き・ワカメ
汁・香物・御飯）でした。
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7月奥様誕生・結婚祝
奥様誕生日
１日
４日
１０日
１４日
１９日
２９日

柴田桂子
佐藤由紀子
鈴木きよ
古本邦枝
宮本恵美子
生井真規子

様
様
様
様
様
様

結婚祝い
２８日

鯨井規功♥直子

様

７月７日 ニコニコＢＯＸ ①
石井健三

下村会長、小城幹事、これからの１年間よろしくお願いします。

上野 修

大久保会長、飯島幹事、１年間宜しくお願いします。

大里喜彦

大久保会長、飯島幹事、いらっしゃいませ！
宜しくお願いします。

大野治夫

出席委員長の大野です。

大堀健二

大久保会長、飯島幹事、ようこそ、つくば学園ＲＣへ！従兄弟の大堀公司会員ともども宜しくお願
いします。

岡本武志
浦里浩司

つくばシティＲＣより、大久保会長、飯島幹事来訪有難うございます。
願いします。

小城 豊

大久保会長、飯島幹事、ようこそいらっしゃいました。

川﨑庄一

つくばシティＲＣの大久保会長、飯島幹事、本日は表敬訪問ありがとうございました。
1年間宜しくお願いします。

川﨑庄一

下村会長、小城幹事、これからの1年間宜しくお願いします。 第1例会おめでとうございます。長
い1年がスタートしました。持ち前のバイタリティーでクラブを引っ張って行ってください。やり過
ぎないようにして下さい。楽しい1年になりますようご祈念申し上げます。

鯨井規功

結婚祝いありがとうございます。毎年最初に記念品をいただけるのは大変うれしいです。
ありがとうございます。

鯨井規功

大久保会長、飯島幹事、つくば学園ＲＣの例会にご出席いただきまして、ありがとうございます。
今年1年間宜しくお願いします。

齋藤修一

つくばシティＲＣの大久保会長、飯島幹事、来訪ありがとうございます。1年間宜しくお願いしま
す。

佐藤裕光

妻の誕生祝いありがとうございました。7月4日の独立記念日と同じということで、独立心の強い性
格です。良いのやら悪いのやら・・。

副幹事職一生懸命がんばります・・つもりです。

100％出席目指して頑張って下さい。

Page 6

新ＳＡＡ、1年間宜しくお

1年間宜しくお願いします。

2010-11
2011-12 Vol.
Vol. 45
01

TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I.

７月７日 ニコニコＢＯＸ ②
下村 正

つくばシティＲＣの大久保会長、飯島幹事、来訪ありがとうございます。今後とも宜しくお願いし
ます。つくば学園クラブの皆さん、1年間は下村フルスイングで行きます。
ファーのかけ声よろしくお願いします。

下山田和司

初めまして、常陽銀行の下山田です。大山同様よろしくお願いします。

篠崎忠志

大久保会長、飯島幹事、お忙しい中ありがとうございました。

菅原 俊

大久保会長、飯島幹事、お越し頂きありがとうございます。

鈴木俊夫

大久保会長、飯島幹事、お忙しい中ありがとうございました。

須藤宏達

下村年度のスタートおめでとうございます。1年間よろしくお願いします。

田口幸男

新役員の皆様、七夕の出発宜しくお願いします。ご苦労様です。

中山正巳

下村会長、小城幹事 第1例会スタートおめでとうございます。大久保会長、飯島幹事来訪ありが
とうございます。1年間共に「頑張ろう。つくば！」でいきましょう。

野掘喜作

下村会長、小城幹事、1年間楽しくて、ためになる？ロータリーを目指して頑張って下さい。私の
方も、9月にはガバナーエレクト事務所を立ち上げるので、宜しくお願いします。

増山 栄

大久保さん、飯島さん、1年間ご苦労様です。下村会長、小城幹事、中山副会長、大里副幹事、1
年間よろしくお願いします。

皆葉真治

大久保会長、飯島幹事本日は有難うございました。幹事が終わり気楽です！

宮川健治

下村会長

ファイトー！

増山 栄 高橋恵一 大久保会長、飯島幹事 ようこそいらっしゃいました。
東郷治久 佐藤裕光
野掘喜作 須藤宏達
倉持武久
つくばシティＲＣ
会長 大久保弘行
幹事 飯島功光

昨日は、下村会長、小城幹事
ます。

ご来訪ありがとうございました。今年度、1年間よろしくお願いし

本日は30名のニコニコでし
た。
浦里ＳＡＡ委員

出席率報告

出席委員長 大野 治夫 会員

７月７日（木）

本日の合計

￥９９，０００－

本年度累計

￥９９，０００－

例会

会員数

出席数

欠席数

内無届
欠席数

出席
免除

メイク・
ゲスト

出席率

６２名

４５名

２０名

３名

２名

３名

８０．０％

昨年の１００％出席会員は２６名おりました。
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国際親善奨学生 選考会結果速報 笛田氏 合格！
2012-13年度の国際親善奨学生の選考会が６月２９日、ホテルグランド東雲にて開催し、柴山ガバナー補佐・佐
藤財団委員長・山﨑奨学金委員長・大堀奨学金委員による厳正な審査の結果、つくば学園ロータリークラブ推薦の
笛田和明さん、はじめ３名の方の合格が決まりました。
笛田和明さんは立命館大学卒業後、独立行政法人 産業技術総合研究所勤務、公共政策学を学びに留学されます。
選考会では最高得点を獲得し、見事に合格いたしました。
７月６日
山﨑清司直前ガバナー事務所

プログラム予告
7月14日
7月21日

7月28日
7月31日

7月

直前会長・幹事慰労会 於 ホテルべストランド「ラ・ポルタ」
時間：19：00～21：00（集合18：30）
【昼】国内奉仕活動 土用丑の日に被災者にうなぎを届けよう！
福島市ビックパレットふくしま訪問 山水亭 9：30 集合 出発式
【夜】納涼パーティー 於 山水亭
時間：19：00～21：00
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
ＲＡＴ県单クラブ合同霞ヶ浦清掃事業開催
編集後記

クラブ会報・広報委員長：石井健三

●初めてのクラブ会報・広報委員長として、鯨井前会報委員長と大野前広
報委員長から重責を引き継ぎ、今第1号を編集いたしました。
本年度は下村会長のイメージでピンクとスカイブルーの明るいクラブ会報
にしていきます。 こころの中まで明るくオープンに見つめられるつくば
学園ＲＣを、博愛の環で広く情報を発信できるように心がけていきたいと
思います。 どうぞご指導ご鞭撻の程よろしくお願いいたします。
東日本大震災の復旧復興とともにこの1年間、思いを送り続けて行きたいと
願っています。 頑張っぺ！ 東北、Ｉ ＷＩＴＨ ＹＯＵ！ (#^.^#)

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

友好クラブ
京都山城ロータリークラブ
（第2650地区）

つくば学園ロータリークラブ

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

〒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

Email

029-858-0100

FAX 029-858-0101

: gakuenrc@46gama.com
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