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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
無事に理事会が終わってこちらの会場に来ましたら、10月1日に米山奨学生の申文浩さんの
結婚が決まったとの良い知らせです。当クラブからは川崎直前会長・岡添カウンセラーが出席
します。また今日はいのちの電話の招待卓話もあり、大震災以降相談件数も多くなっていると
聞いています。相談によって救われる命の大切さをお話し頂けるものと思います。
また野掘ガバナーを皆で推挙し応援していくための支援金の承認もできました。事務所開設
を盛り上げて行きましょう。
6月にＡＫＢ48という女子グループの選挙が行われ、14万枚の票の1割を取った前田あつこ
点鐘する がトップになりました。66億円がＣＤの販売で生まれたそうです。また1966年のビートルズ
下村 正 会長
来日では、3日間で6000万円が動き、大きな社会現象となりました。その時補導された尐年・
尐女6500人あまりですが、その尐年・尐女もいまや還暦を迎える年になり時代の移り変わり
を強く感じます。見向きもしなかった人、理解しなかった人は、後にその大きな変化を知って驚嘆しました。
やり方次第では、このような大きな変化が生まれることを我々は知っています。ただ騒音だと見向きもしな
かった、自分には関係ないと直視しなかった中に、大きなチャンスが見つけられるのかも知れません。

幹事からの理事会報告

小城

豊 幹事

１．9月プログラムの件（上野プログラム委員長）
２．川﨑年度会計監査及び下村年度予算の件（下山田会計委員長）
３．つくば学園ＲＡＣ2010-2011年度会計報告の件（佐藤新世代奉仕委員長）
４．ガバナーエレクト事務所設立の件（下村会長）
５．「慰労会・納涼会」決算報告の件（大堀親睦委員長）
６．ビアガーデン例会企画と日時変更、9/15 3クラブ合同例会の件（大堀委員長）
７．第6分区親善ゴルフ大会の件（小城幹事）
８．チャリティーコンサート後援名義借用の件（小城幹事）
９．25周年記念酒の取り扱いの件(小城幹事）
10. その他
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会員増強委員会からの報告
「会員増強月間に因んで」
会員増強

東郷治久 委員長

今日は改めて会員増強についてお話しいたします。 去る3.11の大地震の影響
で退会された方々には、今後も元気になられましたら復帰をお誘い続けていきた
いと思います。
また、年々ロータリアンの減尐傾向は、どこでも起こっております。 しか
し、会員の事前審査の重要性も充分理解しています。 当ロータリーには、現在
女性会員はおりませんが、その是非も含めて、今後に十分に話し合って会員増強
につなげていきたいと思います。

米山奨学生奨学金8月分授与
筑波大学大学院生の申文浩さんに8月分の米山奨学金が、米山奨学会の岡
添カウンセラーより授不されました。
この10月1日に、申文浩さんがお付き合いしてた彼女との結婚が決まり、
本当におめでとうございます。
益々学業・研究に充実した日々が送れますようにお祈り申し上げます。

京都山城ＲＣ 東（ひがし）幹事よりの手紙
下村会長

様

早速貴クラブ活動報告のお手紙ありがとうございます。
いろんな活動を積極的に進めておられるのですね。
我々も7月は多忙を極めました。
7月6日(水) 初例会 就任挨拶に次いで丌慣れな初理事会
13日(水) ガバナー補佐来訪第1回アセンブリー
20日(水) 晩新旧引継ぎ懇親会
27日(水) ガバナー公式訪問(我がクラブはいつも7月です)
終わってほっとするまもなく
8月10日(水) 宇治川納涼花火大会（舟２艘を貸し切り、鵜飼を楽しみながら花火見学）
20日（土） ＩＭ（地震を話題にして、身の程知らずの「ひがし」がパネラー出演することに
なっています。）
＊また、2013～14年に京都八幡ＲＣからガバナーが出ることが決まりましたので、京都山城ＲＣを含
む近隣６ＲＣが応援することになりその準備が始まります。
＊9月から各奉仕活動が始まります。次回にはそのご紹介をさせていただきます。

京都山城ＲＣ
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招待卓話 茨城いのちの電話 谷島幸子 様
社会福祉法人茨城いの
ちの電話後援会
いのちの電話は、40年を迎
え、全国で50センター、相談
員7100名が、様々な方々のお
話にのっております。茨城で
は1985年つくば万博の年に創
立、創立メンバー71名のうち
8名残っています。2010年に
は25166件の相談があり、男
女の比率は約半々です。私たちは24 室橋典子・谷島幸子土浦地区幹事
時間眠ることなく誰かが電話に対応しています

谷島幸子土浦地区幹事

響きあういのちといのち
いのちの電話の土浦地区幹事
紹介する菅原委員長

谷島幸子様を

記念品を贈呈する下村会長
「本日は貴重なお話しありがとうございまし
た。」
記念品贈呈

社会奉仕 菅原委員長
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2011-12年度ロータリー財団地区セミナー報告寄稿
2011－12年度

ロータリー財団地区セミナーに参加して
RI 2820地区 つくば学園ロータリークラブ
2011－12 ロータリー財団委員長 安藤 栄敏

平成23年7月31日（日）午前9時半より、ホテルグランド東雲に於き
まして財団の地区セミナーが開催され参加してきました。
今更ながらお恥ずかしいのですが、私は入会以来、毎年ポリオ撲滅
や財団の為に寄付している、という意識が非常に乏しかったことを告
白しておきます。通常の親睦活動等の集金と同じような感覚で、特段
何の考えを持つことなく、ただ単に例会時に請求されるから支払って
いる、というような感覚でした。
しかし今回の地区セミナーに参加させていただき、ロータリー財団には３大プログラム（①教育的
②人道的補助金③ポリオ・プラス）があって、会員からの貴重な寄付が多様な奉仕の原資になってい
ることを改めて実感し、自身の勉強丌足とロータリアンとしての自覚欠如を知りました。
「判っているつもりで、どこか他人事」のような意識を大いに反省させられました。
午後からは各分区ごとに分かれて『寄付増進と地区補助金につい
て』というテーマで討議が行われました。どこのクラブも会員減と寄
付ノルマの未達成に頭を痛めていました。「例会欠席者からの集金を
どうするか…」という話題になった時はドキッとして思わず下を向い
てしまいました。
そのあと各分区からの討議報告では、他クラブでの
様々な工夫やアイディアを知ることができて良かっ
たと思います。今後は当クラブ財団委員会としても
検討を加えて、改善策をご提案できるようにしたいと思います。
皆様のご協力をお願い申し上げます。
ありがとうございました。

ロータリー財団研究会報告
笛田

和朗

様

2012-2013年度国際親善奨学生の産総研の笛田です。
昨日7/31にホテルグランド東雲にて行なわれたロータリー財団研究会に参加いたしましたので報告いたしま
す。
運営報告等の後に国際親善奨学生のセッションがございまして、2011-2012年度の出国間近の方2名が抱負を
述べられ、続いて2012-2013年度の3名が自己紹介と挨拶をさせていただきました。そして学友会会長の武石様
が学友会活動の紹介をされました。
今後ともご指導・ご鞭撻の程よろしくお願いいたします。
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８月奥様誕生日＆結婚祝い

奥様誕生日
５日
１５日
１７日
１８日
１９日

石川
大木
細田
大堀
高柳

桂子
真由美
昌子
優子
美代子

結婚祝い8月結婚は無し
様
様
様
様
様

7月会員誕生日の記
念品贈呈
前島正基 会員
7月27日生れ

8月4日 例会スナップ
点鐘・国歌斉唱・ロータリーソングの後の食事タイムも、段々と慣れてきました。
和気あいあいと食事を楽しむのは、我がクラブの誇れる良い点ですね。

今日の献立：幕の内弁当
（エビのゆば天・鮪の刺身・夏
野菜の煮しめ・若鳥の香味焼
き・お新香・ワカメおすまし・
ごはん）
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速報 茨城新聞ロータリー情報館に掲載予定！
ロータリーの友

８月１０日

海老澤功様より、茨城新聞ロータリー情報館に掲載予定との連絡がありました。

茨城新聞ロータリー情報館

「被災者にウナギを届けよう」

つくば学園ロータリー・クラブ（下村正会長）はタイのスリ
ウォンＲＣや古河ＲＣと協力して、福島県の被災者を元気づけ
ようと鰻と地元中学生の応援メッセージを届けた。
七月二一日に車四台に会員一九名が鰻の真空パック五〇〇人分
と奈良漬およびメッセージ等を積み込んで郡山のビッグパレッ
ト福島へ向かいました。現地では第二五三〇地区の石田地区幹
事を始め多数のロータリアンに迎えられ、避難している富岡町
の代表者の方へお渡し致しました。現地で避難所の様子を見、
代表者の方達と懇談しましたが、生活基盤の予定が全く立たな
いとの事で今後の困難さは計りしれません。
帰りの高速道路には「愛と勇気をありがとう・福島県人一同」の横断幕があり、胸が熱くなりました。

ロータアクト活動報告
7月31日ロータアクト霞ヶ浦清掃・・・
雨天のために、当日の霞ヶ浦清掃奉仕は中止になり、体育館で卓球大会に変更になりました。

8月2日ロータアクト・ボウリング大会開催しました。
湯～ワールド２階のスポレボウルで８月２日ロータアクトとロータリアンの対抗ボウリング大会が行われま
した。
当クラブからは、下村会長・皆葉地区新世代委員・佐藤新世代委
員長・鯨井職業奉仕委員長が参加、アクトはつくば学園から7人、他
アクトクラブから9人が参加総勢20名で開催されました。
ロータリーは昔培った技を披露するはずが？、まさかの失速、ア
クトの若さとパワーに圧倒
されあえなくダウン、そん
なはずは無いと思いながら
現実を認めざれを得ません
でした。
2時間楽しくアクターと
交流することが出来まし
た、又、学園アクトは4人
の入会が決まりました。
筑波大学・小西理事・鯨
井さん協力ありがとうござ
います。つくば学園ローターアクトも尐しづつ会員も増え、力をつ
けつつあります、もう尐し暖かい目で見守ってください。
1枚目つくば学園全員・2枚目4人の新入会員・3枚目下村会長の始
球式、結構サマになっていると思いますが？結果はゴルフスコアで
す。
（寄稿記事 下村 正会長）
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2012全日本ロータリークラブ親睦合唱祭の案内
第17回親睦合唱祭が来年5月19日（土）12：30～開催！
平成23年度の親睦合唱祭は、大震災の自粛で中止になりまし
たが、来年5月19日（土）横浜みなとみらいホール 大ホール
にて12：30より開催（10：00受付開始）、続いて18：30より
懇親会がヨコハマ・グランド・インターコンチネンタル・ホテ
ルにて用意されています。
合唱祭の参加費は、1名16,000円（合唱出演・懇親会参加）
となります。 合唱のみ出演の場合は、1名6,000円です。
その晩、お泊りになる場合は、ヨコハマ・グランド・イン
ターコンチネンタル・ホテルに60室確保してありますので、有
料ですが可能です。
ホストクラブは、東京世田谷ロータリークラブが担当いたします。（実行委員長：別紙壮一氏）

「ロータリアンとその家族を中心とした合唱団であれば参加ＯＫ，決して優劣
は競いません、親睦を第一義としております。」
一応参加意向確認書を8月19日までに提出することになっていますので、「参加意向未定」として
確認書を送ります。 是非茨城で始めての参加となります2012全日本ロータリークラブ親睦合唱祭に
そろって我がつくば学園ロータリー合唱団として、大舞台で披露してみたいと思いませんか。

参加演奏予定曲：「ＳＩＮＧ

ＡＬＯＮＧ」・「ああ人生に涙あり」

ニコニコＢＯＸ
本日合計： 42,000円
累計金額：168,000円

7月ニコニコ大賞は来週に発
表いたしますので、よろし
くお願いします。
岡本ＳＡＡ委員長
浦里ＳＡＡ委員

石井 健三

10月8日つくばオペラフィオーレ主催のチャリティーコンサートの後援ありがとうご
ざいます。目標50万円の義援金を茨城の復興支援に使ってもらう予定です。

浦里 浩司

いのちの電話活動、ご苦労様です。

大野 治夫

本日の出席率、目標の７０％を越えました。ありがとうございます。

岡本 武志

（社会福祉法人）茨城いのちの電話、谷島さん、室橋さんありがとうございます。最
近、自殺を防ぐためにはどうすれば良いか？について講演を聞きました。尐しでも力
になればと思います。

下村 正

茨城いのちの電話後援会の谷島さん、室橋さん本日の卓話ありがとうございます。今
後のご活躍をお願いいたします。

菅原 俊

谷島様、室橋様、本日は大切なお話を頂きありがとうございました。

東郷 治久

茨城いのちの電話のスピーチありがとうございました。長い間のご苦労、お骨折りに
心より感謝の意を表したいと思います。

野掘 喜作

ガバナーエレクト事務所の協力金ありがとうございます。

前島 正基

誕生祝いありがとうございました。

増山 栄

ガバナーエレクト事務所への、クラブからの協力金承認して頂きありがとうございま
す。貴重な財源ですので、友好に、そして大切に使わせて頂きます。今後もご指導、
ご協力宜しくおねがいします。
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出席率報告

TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I.

8月4日（木）

例会

お客様紹介
茨城いのちの電話
谷島幸子 様
室橋典子 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

４２名

２０名

０名

２名

３名

７５％

プログラム予告

8月

8月11日

筑波大より前年度の支援活動への感謝状授不式
招待卓話 「お盆に因んで」慶龍寺住職 古幡章善 様
7月ニコニコ大賞
8月18日
クラブ総会・会員誕生祝
8月2３日(火）移動夜間例会親睦会 ホテルオークラ「アネックスガーデン内パティオ」
ラグジュアリー（luxuriant贅沢な)プランのビアガーデン
（６：３０ｐｍ集合 会費3,000円）8月10日ご返信下さい。

編集後記

クラブ会報・広報委員長：石井健三

８月に入り、ようやく蝉の声が庭に響き渡るようになり、盛夏の
季節感がします。 京都の町家風の夏にならって、すだれを窓外に
たらし、カーテンレールにもすだれを吊り下げて、見た目にも涼し
く演出した家にしています。 打ち水も朝夕とホースで撒いて、よ
く祖父がやっていたように夏を楽しんでいます。 トウモロコシを
茹でるのでは無く、炊飯器を利用して蒸しあげると、甘さが増して
塩も尐なく済み、美味しく夏の味を堪能できます。 真夏生れ。

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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ホームページもご覧下さい
http://www.46gama.com/

