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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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会長挨拶・幹事報告
下村 正 会長挨拶
9月10日に野掘ガバナーエレクトの事務所開設を、グラン
ドホテル東雲407号室を借りて開設することになりました。
つきましては、当クラブとしてどのような支援をしていく
のかを、運営資金を含めて、明確にして円滑な運営をして
いきたいと思っています。
8月の理事会でこのことを話し合いますので、決まり次第
点鐘する 下村 正 会長
皆様に報告いたします。よろしくお願いいたします。
点鐘する下村会長

幹事報告

小城

豊

幹事

１．「被災者にうなぎを届けよう！」プロジェクトへの、福島からのお
礼の手紙やうな丼の配布写真、新聞記事、つくば市豊里中学校生徒の書
いてくれた応援短冊メッセージを飾り付けた写真が届いています。
２．つくば学園ロータリークラブ２５周年に対しての国際ロータリーク
ラブ会長からの祝辞の手紙が届きました。
３．「まつりつくば2011」への協賛に対してのお礼状が来ています。
４．社会福祉法人「茨城いのちの電話」への後援会会費への感謝の手紙
が届いています。
５．米山2010-11年度寄付金 個人平均寄付金額2万円以上の地区に入
りました。「ハイライトよねやま136」に掲載しています。
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11-12年度 各委員会委員長事業報告
つくば学園ロータリー基金

川崎

庄一委員長

当クラブ基金の意義・意味を原点に戻って議論を再開し、米山奨学会との整合性を含め
て、当委員会が設立された経緯を詳しく調査していきます。また前年度に実施した「Ａ
ＥＤ」設置の使用状況とそのメンテナンスをします。 予算10万円です。

出席

大野

治久委員長

例会出席率７０％以上を目標にし、無断欠席されると食事が無駄になってしまいますので、
是非事前に電話・ＦＡＸ・メールで連絡ください。また１００％を目指して、他クラブのメ
イクアップをお願いします。全員が100％出席率で表彰できる予算を確保しています。

クラブ会報・広報

石井

健三委員長

本年度から会報と広報が一つになり、より連携性のある活動を心がけたいと思います。会
報を通して、会員の交流を深め、情報を発信することで、当クラブの活動を活性化するの
みならず、ロータリー全体の発展につながっていけばと願っています。予算50万円です。

親睦

大堀

健二委員長

クラブ会員同士が、互いに親しみあい、仲良くできるような事業を企画・設営していき
たいと思います。どうぞ多数のご参加をお願いいたします。会員奥様誕生日結婚記念
品、納涼・クリスマスパーティ、親睦ゴルフコンペ・分区ゴルフボウリング大会、国際
交流例会などで250万円の予算を確保しています。

プログラム

上野

修委員長

熱いものは熱いうちにをモットーに、今期は点鐘後、先に食事タイムに致します。これ
により、充実した卓話の時間も設定できます。また偶数月の最終例会を夜の移動例会と
して、会員相互の交流と親睦を深めます。楽しいクラブにすることは出席率向上と会員
増強の大きな原動力となると思いますので、そのようなプログラムを作っていきます。

ＳＡＡ（会場監督）

岡本

武志委員長

例会の運営形態が変わって、より良い充実した運営をしていきたいと思います。
意義深く、楽しい例会を行うために、各委員会の情報を収得して、円滑な運営をしていきま
す。また来賓・招待者・来訪者の方々に、失礼のないような規律正しい例会に努めます。
ニコニコＢＯＸの目標達成のために、毎月のユーモア大賞を一人とは限らないで、多くの会
員に行きわたるようにしたいと思います。 予算は賞品代などで10万円です。

会計

下山田

和司委員長

会計報告基準に則り、四半期毎に年間4回の会計収支報告を行い、クラブ会員に理解を深め
てもらいます。また、クラブ運営資金と奉仕活動資金とを厳正に区分した会計処理をおこな
い、幹事との連携を密にし、クラブ資金の受入、支出、保管及び記帳等、厳正な会計処理を
行います。
Page 2

2010-11
2011-12 Vol.
Vol. 45
04

TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I.

大木 勲 ガバナーから２５３０地区へお礼状
第2530地区 幹事 石田様および役員の皆様

この度は当2820地区のつくば学園ＲＣと古河ＲＣ及びタイのスリウォンＲＣとの合同事業
として貴地区への食糧贈呈を行うことができました。この際、貴地区への皆様には大変お世
話いただき誠にありがとうございました。なお、つくば市立豊里中学校のメッセージも貴地
区の中学校の生徒さん達に励ましとなればこの上なく幸いです。
今後は１日も早く原発事故が終息し、安全な生活が戻ることを祈念しています。
第2820地区 ガバナー

大木

勲

つくばサンライズＲＣ会長 村上 憲範 様訪問挨拶
村上

憲範

つくばサンライズＲＣ会長

本来なら第1例会にご訪問しなければなりませんでしたが、実はその日、フィリピンでの
医療奉仕でかないませんでしたことお詫び申し上げます。
歯科医療奉仕28年フィリピンで行われてきた先生がこの度お亡くなりになられて、今後
フィリピンでのこの歯科医療奉仕をどのように継続していくかを、その運営資金も含めて
皆様にも協議していただき、協力していただきたいと考えております。
11月3日から4泊5日でフィリピンに行って、今後の形を作っていきたいと思いますの
で、是非、貴クラブからも参加して頂きたいと願っております。

2012-13年度国際親善奨学生 笛田和朗 様挨拶
笛田

和朗

様

この度は、ご推薦いただきましてありがとうございます。埼玉県蕨市出身で、大
学大学院と京都の立命館に行って、「日本の大学教育はいかにあるべきか」をテー
マに研究して来ました。現在は「産業総合研究所」のイノベーション推進本部にて
「研究成果をいかに社会に結びつけていくのか」を研究推進しております。今回国
際親善奨学生に選ばれまして、今後はアメリカ・イギリス・シンガポールでの研究
にまい進していきたいと思っています。 今後ともよろしくお願いいたします。

米山奨学生 筑波大学大学院生 申 文浩 様挨拶
米山奨学生

申

文浩

様

先週21日に福島へ「うなぎプロジェクト」に参加して来ました。震災から4か月もたって
いたので、かなり復旧復興が進んでいると思いましたが、かなりの人がまだ狭い段ボール
の中で生活されているのを目の当たりにし、自分の認識を変えなければと思いました。
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福島からの新聞と写真報告
福島民友新
聞社と福島
民報の取材
による新聞
記事

7月21日夜にプラスチックの容器に
納められたうな丼を配っている写真
豊里中学校生徒によって書かれた応
援メッセージの短冊の飾り付け写真

ロータアクト地区会長幹事会報告
浅香（石塚）2820地区代表デビュー！
平成23年7月24日(日) AM10:00から2820地区ローターアク
ト第一回 会長・幹事会がつくば市内の春日プラザにて開催され
ました。
この会場は今回始めて筑波大学の施設を利用する事が出来ま
した。
ホストクラブはつくば学園ローターアクトになります。浅香
(石塚)地区代表の緊張した面持ちで点鐘・開始。
前年度の事業報告から会計の決算・地区ターゲットの発表・
地区行事計画の検討、ユーモアを交えながらスムーズに議事進
行されました。
浅香(石塚)地区代表まずまずのスタートでした。
若い人達が日曜日に、しかも遊びたい時期なのに、真剣に奉
仕活動について議論している場を目にして感動を覚えました
し、さらにロータリーとして何が出来るのか、どう方向性を付
けて行くのか考えさせられました。
最後に当クラブ竹来 会長も司会進行、会場設営等で頑張りま
した。pm1;00に閉会。
下村 正 会長 寄稿報告
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7月会員誕生日

会員誕生日
１６日
２１日
２７日

古本
冨田
前島

捷治
茂
正基

様
様
様

筑波大学から感謝状授与
速報！
8月11日例会にて、筑波大学より、前年度の支援活動に対しての感謝状（つくば学園RC、京都山城RC
へ）をお持ちいただくことが決まりました。
当日は 筑波大学 副学長 西川 潔 様、 副理事 小西敏之 様がお越しになります。

7月28日 例会スナップ
点鐘・ロータリーソングの後に、早速お食事タイムになります。 皆さん夏らしいカ
レーライスにお話も盛り上がりました。 無断欠席の方の残された食事が惨めです！

今日の献立：夏野菜と白身魚のカレー
（卵ときくらげのスープ・夏野菜と白身魚の
カレーライス・杏仁豆腐マンゴソース掛け・
高菜お新香・コーヒー）
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2011-12年度ＲＩ会長 祝辞
2011年7月19日 カルヤン・バネルジーＲＩ会長より
つくば学園ロータリー・クラブ会員各位
親愛なるロータリアンの皆さま、
この度、貴クラブが２５周年を迎えられますことを心よりお祝い申し上げます。
今から２５年前、つくば市をより良くする熱意と構想を持った創立会員の皆さまが、新たなロータ
リー・クラブを築かれました。
そして今日、会員がロータリー・クラブの下に才覚、能力、思いやり、同情心を集結して活動を続け
るおかげで、つくば市はより良いところとなりました。 私たちロータリアンは、高潔に、誠実に、そ
して「四つのテスト」を忘れずに生きることで、自分をそして世界をより良くすることを目指してい
ます。 ですから私は、ロータリーの奉仕活動を通じて理想を現実するロータリアンを、いわば「理
想現実主義者」だと思っています。
一人ひとりの自己啓発は、世界中のひらめきをもってしても適わない力となります。 ロータリア
ンがそれぞれ愛と奉仕の精神を持って集結したとき、その力は一層強まるのです。 クラブの皆さ
ま、これより幾年にわたり、こころの中の愛と専心を もっと明るく輝かせ、他者への理解をより深
め、家庭の和を強め、自らの手で奉仕を 世界によどみなく広めていただくよう願っております。
カルヤン・バネルジー

2011-12年度ＲＩ会長

Kalyan BANERJEE President,2011-12
Kalyan.banerjee@rotary.org

富岡町長からのお礼状
2011年7月22日 福島県富岡町災害対策本部

遠藤 勝也

富岡町長より

つくば学園ロータリー・クラブ会長及び会員の皆様へ
去る3月11日に発生した東日本大震災より引き続く原子力発電所の事故により、避難した当町町民
に対し炊き出しボランティアを開催していただき、大変感謝しております。 おかげをもちまして、厳
しい避難生活の中で町民は、憩いと癒しのひと時を持つことができたものと考えております。
原子力発電所の事故は、未だ明確な終息の時期が見えないなど厳しい情勢が続いておりますが、
私共は、必ずふるさと豊岡町に戻り、そして町の復興に全力を尽くして参る覚悟であります。 今後
とも引き続きご支援、ご指導を賜りますようお願いします。
貴会及び会員皆様の益々のご発展をご祈念し、御礼とさせていただきます。
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「ロータリーの友」への投稿募集お知らせ
全国紙「ロータリーの友」に投稿してみませんか？
国際ロータリー第2820地区 大木 勲ガバナー様、ロータリーの友委員 海老澤 功様より奉仕活動情報の
ご提供と「ロータリーの友」誌への投稿のお願いがありました。
拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は ロータリー活動にご支援ご協力を賜り感謝申し上げます。
さて 国際ロータリーの地域雑誌「ロータリーの友」は会員の皆様に興味を持って戴くよう編集に
大変気を配っております。各クラブや会員個人からの投稿記事も多数掲載致しております。自クラブ
や本人及び知人の記事があれば興味も更に増すものと思われますので、下記要領にて情報提供や記事
の投稿をお願い致したくご協力よろしくお願い申し上げます。（クラブとしての投稿・会員個人とし
ての投稿がありますのでクラブ会員の皆様にもお伝え下さい）
敬具

『クラブや分区で行なった奉仕活動』（活動状況の判る写真が必要です）
『言いたい聞きたい』 ロータリーに対してやロータリーの友に対して
『この人この仕事』 ロータリアンとしての生き方・職業観など
『卓話の泉』 会報に掲載された卓話から話題性・ミニ知識的なもの
『バナー自慢』 各クラブのバナーを投稿した中から掲載
『友愛の広場』 エッセーや海外クラブ訪問記・時局雑感など
『私の三ツ星グルメ』 家庭料理・郷土料理・自慢料理など
『私の愛用品』 仕事やプライベートでの愛用品（写真とコメント）
『俳句・短歌・川柳』等です。
8月号と一緒にクラブ会報広報委員長の方に「ロータリーの友手引書」が送付されます。
詳しいことは、クラブ会報・広報委員長 石井健三までお問い合わせください。

ニコニコＢＯＸ 7月28日
本日合計： 27,000円
累計金額：126,000円

年間１８６万円を目指して皆様のご協力をニコニコへ

宮武ＳＡＡ副委員長

つくばサンライズ
会長 村上憲範 様

情報未定

倉持 武久 会員

うなぎ・プロジェクトが、皆様のご協力のもと、無事に完了しました。 心から感謝しま
す。 ここで、郡山の避難者に代わり一言御礼を申し上げます。 「アリガト！うなぎ」

古本

二人分の「Conpranis Ferig (Happy Birthday)」 ありがとうございます。

捷治 会員

下村 正 会長

サンライズローター村上会長、ようこそいらっしゃいました。 共に頑張りましょう！
笛田さん、国際親善に貢献できるよう頑張ってください。

岡本 武志 会員
宮武 孝之 会員

村上様、ご来訪ありがとうございます。
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TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I.

７月28日（木）

お客様紹介
つくばサンライズＲＣ
会長
村上憲範 様
2012-13年度国際親善
奨学生 笛田和朗 様
米山奨学生 申文浩様

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

４０名

２２名

２名

２名

３名

71.66％

プログラム予告
８月2日
8月4日
8月11日
8月18日
8月25日

例会

8月

ＲＡＣ対抗ＲＣ ボウリング大会（スポーレボウル）７：００ｐｍ集合
奥様誕生・結婚祝い 7月ニコニコ大賞
招待卓話 茨城いのちの電話 矢島幸子 様
筑波大より前年度の支援活動への感謝状授与式
招待卓話 「お盆に因んで」慶龍寺住職 古幡章善 様
クラブ総会・会員誕生祝
移動例会 夜間親睦会「ホテルオークラビアガーデン」７：００ｐｍ～

編集後記

クラブ会報・広報委員長：石井健三

物を作ることは、職人の家系である自分にとって、ある意
味の興味をおぼえます。 また創造することは、芸術家にとっ
て、満足する感覚があります。 どうなることかと思っていま
したが、クラブ会報・広報委員長として、最初の一か月を乗り
切ることが出来ました。 本来感覚的な性格ですから、聞き取
りも厳密さではなく、要点を訴えるリズムで文章にしていま
す。 これからもよろしくお願いします。

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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