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つくば学園ロータリークラブ
It is the 26th year since 1986

TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I.

9月1日（木）

例会報告
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会長挨拶
下村 正 会長挨拶
皆さんこんにちは、９月に入り朝晩が少し涼しく感じる季節になり
ました。
今日は９月１日防災の日です、大正12年9月１日午前11時58分神
奈川県相模湾を震源地としてマグニチュード7.8の関東大震災が発生
しました。今から８８年前の話です、家屋の被害が約38万件、ちょ
下村 正 会長
点鐘する 下村 正 会長
うどお昼時でしたので火災が発生してしまい、被害家屋の3分の2は
焼失による被害と記録されています。
6月に石巻被災地へ訪問した時に感じたのは、家屋の倒壊が少なく、津波による被害である
とはっきり認識できました、日本の建築基準法は世界一厳しいとききましたが、改めて日本
の建築技術の素晴らしさを再認識した次第です。
私たちは、防災の大切さと3月11日を忘れてはいけないと強く感じ
ます。
話は変わります、今日の理事会にて次年度・野堀ガバナーの協力支
援体制の審議を行いました。
次年度地区役員・副幹事として多くのメンバーが選出されました、
又、地区チーム研修リーダー会議・会長研修会PETS・地区協議会と本
年度中に開催予定の実行委員長・副実行委員長が決定しました、そし
て最大事業である平成24年4月開催の地区大会の実行委員長に柴原氏
が選出され、いよいよ大きな山が動き出そうとしています。
楽しみにしてください、皆さまの今後のご協力をお願いしつつ会長
挨拶とします。
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理事会報告
幹事からの理事会報告
１． １０月プログラムの件（上野プログラム委員長）
２． １０月20日移動例会チョウザメ企画の件（鯨井委員長）
３． 10月26日シティークラブとの合同 ガバナー公式訪問及ガ
バナー補佐表敬訪問の件（下村会長）
４． 国際奉仕 ＷＣＳ「この指とまれ」の件（倉持委員長）
５． 指名委員会メンバー7名選出の件（小城幹事）
６． 地区役員推薦の件（下村会長）
７． 米山奨学生の結婚祝金支出について（下村会長）
８． 12月24日ホテルオークラクリスマスパーティーの件（大堀委員
小城 豊 幹事
長）
９． ローターアクトの現況について（佐藤委員長）
10． その他（小城幹事） ・第1回地区会長・幹事会の報告の件
・第6分区ゴルフの状況についての件
・つくばマラソンの休憩所設営の件
・サンタクロースプロジェクト 12月2日に被災者へ贈り物を！

新世代委員長報告
「新世代月間に因んで」

新世代委員

佐藤裕光 委員長

「ロータリアンは青少年の模範であれ」7月18日の勉強会で心に
残った言葉です。2820地区にはロータアクトが9クラブ60名おりま
す。我がつくば学園ロータアクトは、現在5名プラスオブザーバー
が3名です。それぞれ他クラブとの互助協力で運営しています。
新世代の人材を育てる奉仕として、我々ロータリアンが若者たち
に望むことは、「コンポートゾーンを乗り越えること」でしょう。
甘えからの脱却をはかり、自立した大人への成長を、心から温か
く、是非とも応援していきたいと思うようになりました。

米山奨学生奨学金9月分授与
筑波大学大学院生の申文浩さんに 9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与されました。
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国際２８２０地区 第１回会長・幹事会 報告
会長・幹事会の報告いたします。
8月27日(土)国際2820地区 第一回会長・幹事
会が筑西市、ダイヤモンドホールにて開催され
ました。
当クラブからは野堀 ガバナーエレクト、増山
地区幹事、鯨井地区会計委員、そして小城幹事
と私が出席しました。

挨拶をする

野堀喜作ガバナーエレクト
筑西市ダイヤモンドホールにて

ガバナー挨拶に始まり、野堀 ガバナーエレクトの挨拶(写真は野堀 ガバナーエレクト)・
各分区の現況報告をガバナー補佐から、各地区総括委員長より現在の状況説明がありまし
た。 それぞれが活動を開始しており、いろいろな情報を戴きました。
18:00からは懇親会が始まり、各クラブ会長どうし情報交換をおこないました。
野堀年度の参考になる一日でした。
つくば学園ＲＣ会長 下村 正

野堀ガバナーエレクト事務所事務員紹介
今月ホテルグランド東雲本館４０７号室に事務所開設！
地区幹事 増山栄会員から、９月１日付で事務員として勤めて頂
く佐貫出身の寺田淳子さんが紹介されました。
９月１５日の３クラブ合同例会でお披露目できるように、これか
ら事務所として準備を始めます。

９月秋のワイン会情報
９月２９日（木曜日）ＰＭ７：００～ ブラッセリ－２プラ（ダイワロイネットホテル１Ｆ）にて
会費：１０，０００円 ＊当日キャンセルの場合は会費を頂きます＊ 申し込み：９月１４日（水）まで！
ボルドーワインを女性と称すなら、ブルゴーニュワインは男性的です。ブルゴーニュの醍醐味「テロワー
ル」を感じながら、小野シェフの料理とともに、秋の夜長を楽しみましょう。 ワイン同好会幹事 上野修
Page 3

2010-11
2011-12 Vol.
Vol. 45
09

TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I.

ロータリーの森創生事業の案内速報！
今年も社会奉仕委員会の事業として
「ロータリーの森創生事業」を下記の通り行いたいと思います。今年は、うなぎプロジェクトで福島
の被災者の方に進呈した「うなぎ」を、皆さんにもご賞味いただけるよう現在企画中です。
どうぞ宜しくお願いします。

「ロータリーの森創生事業」
11月3日（木）

１０：００より

山百合の手入れ、植栽

ゆかりの森（ウッドデッキ）集合
・

＜招待予定＞
ボーイスカウト ・留学生の方々
つくばシティーRC、

野外パーティー

・ローターアクト

社会奉仕委員長

古河RCの方々

9月1日 例会スナップ

今日の献立：幕の内弁当
（鳥照焼・エビ天ぷら・秋野菜
煮物・まぐろ刺身・御飯・お吸
い物・お新香
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9月奥様誕生日＆結婚祝い

奥様誕生日

８月会員誕生日：
石井健三（８月５日）

２日
９日
１４日
１５日
１７日
２０日
２７日
２９日

安藤直子
青山静代
塚越悦子
冨田由美子
布川鈴子
本多景子
飯田満里子
東郷富紀子

様
様
様
様
様
様
様
様

結婚祝い
２６日 安藤栄敏♥直子

ニコニコＢＯＸ／8月ニコニコ大賞

8月ニコニコ大賞：
石井健三
齋藤修一

石井 健三

皆さまからのお見舞いを受け大変ありがとうございます。無事に今日から、復帰出来
る事になりました。

浦里 浩司

無断欠席じゃなく、無断出席の為か、小城幹事と昼飯にあぶれました。例会が早く終
わらないかと、
腹がグウ～っとなって困りました。ダイエットに良いかも？

岡本 武志

先日、愛犬チャッピーが脱走しました。見つかって確保した場所は、荒川沖のジョイ
フルそばでした。ツイッターで流した所足取りがつかめました。連絡された方、情報
をくれた方に感謝するとともに、ＳＮＳ【ソーシャルネットワークサービス】のすご
さを痛感しました。

鯨井 規功

10月20日(木)フジキン様と東雲様にお世話になりまして、チョウザメを食して頂きま
す。是非多くの方の参加をお待ちしております。お楽しみにして下さい。

倉持 武久

先週、女房とスイスに行って来ました。避暑のつもりが日本より暑くて、平地は35度
オーバー。しかもスイスのホテルは冷房が無く、何をしなくても汗だくになって寝ま
した。

柴原 浩

地区大会の実行委員長に指名されました。微力ですがよろしくご協力お願いします。

中山 正巳

地区役員の皆様、各会議の実行委員長、副実行委員長の皆様宜しくお願いします。こ
れから、だんだん忙しくなりそう！！プレッシャーが重たく感じてきました。ガバ
ナー輩出は大変だぁ～

増山 栄

野掘ガバナーエレクト事務所がいよいよスタートしました。クラブの会員の皆さまに
は大変お世話になります。よろしくお願いします。

馬目 圭造

小関先生、石井さん退院おめでとうございます。

宮武 孝之

台風が近づいています。早めに準備をしましょう。

会員
会員

８月ニコニコ大賞を発表い
たします。
石井健三会員・齋藤修一会
員でした。おめでとうござ
います。
岡本ＳＡＡ委員長
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出席率報告
お客様紹介
筑波記念病院事務長
菅原和弘様
米山奨学生 申文浩様
野掘ガバナーエレクト事
務所員
寺田涼子様

TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I.

9月1日（木）

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

４８名

１４名

０名

２名

３名

85％

プログラム予告
９月８日（木）

９月１５日（木）
９月２２日（木）
９月２９日（木）

9月
例会

招待卓話：筑波大学名誉教授 村上和雄 様
「サムシンググレイド」
9月奥様誕生日＆結婚祝い
移動例会 3クラブ合同夜例会（会場：グランドホテル東雲）
例会 会員卓話：高橋恵一 会員 「土浦今昔街物語」
9月会員誕生日・9月ニコニコ大賞
休会（定款細則第6条第1節により）夜7時からワイン同好会です

編集後記

クラブ会報・広報委員長：石井健三

8月15日から入院になりました。その間のクラブ会報は副委
員長の塚越俊祐会員にお願いし、ゆっくり治療静養して来まし
た。塚越さん、合併号制作、本当にありがとうございました。
9月1日は防災の日。私たちは3.11に震度6弱という揺れに遭
いましたが、今後も、東海東南海南海の広域大地震や首都直下
型大地震・茨城県南大地震に備えていかなければなりません。
人生何が起こってもより平安な方へ対処するため準備は大切！

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/

