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 10月06日（木） 例会報告  

会 報 

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.  
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点鐘する 下村 正 会長 

 会長挨拶・理事会報告・地区役員報告 

      10月の会長ご挨拶 
 ７月会長に就任してから３か月経ちまし

た。皆様のお蔭で無事10月を迎えられま

す。 この１０月には大きな予定がたくさ

んあり、これもまた皆様と確実にこなして

いきたいと思います。よろしくお願いいた

します。 

 最大の予定は、１０月２６日（水）１１

時～１８時オークラアネックスでおこなわ

れますガバナー公式訪問です。今回はつくばシティロータリークラブとつくば学園ＲＣの合同例会と

なって、水曜日に例会が変わります。合同で大木ガバナーを迎える企画には、いろいろな経緯があり

ました。この結果の成功かは、皆様のご判断にお任せいたしたいと思いますが、是非今回のガバナー

公式訪問を２つのつくばのロータリークラブで向かい入れたいとお願いいたします。 当日の例会

は、シティさんと学園ＲＣの合同ですから、少し長くなってしまうこともあろうかと存じますが、予

定表に従って進行させていきたいと思っています。 

 11時関係役員は集合、準備開始、11時40分から大木ガバナーと協議会、他方例会準備は11時30分

からＳＡＡ集合、12時15分には会員全員集合着席して大木ガバナーを迎え入れ12時30分ガバナー公

式訪問合同例会が始まります。写真撮影、ク

ラブ協議会、そして16時40分から大木ガバ

ナーを囲んでの懇談会に入ります。 

 今週末は、大野会員が準備された野球大会

で土浦南ＲＣとの試合があり、また石井会員

が行なう東日本大震災復興支援チャリティー

コンサートもあり、スポーツ・文化芸術と素

晴らしい秋の連休になります。以上で挨拶と

いたします。 

つくば学園ＲＣ下村会長の点鐘から 

理事会報告をする小城幹事 地区委員会の報告をする増山地区幹事 

挨拶をするつくば学園ＲＣ下村会長 
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 職業奉仕月間に因んで「鯨井委員長」 

2010-11 Vol. 45 
TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 2011-12 Vol. 13 TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

 リーダーシップを養おう！ 
鯨井職業奉仕委員長の提案で紙を高く積

み上げる作業から、リーダーシップのあ

り方を見つけ出そうという実践的な職業

のあり方を皆で

見つけ出しまし

た。皆さん盛

り上がって必

死に高く積 

み上げてい 

ました。誰 

が一番高く 

出来たで

しょうか。 

  鯨井 規功 職業奉仕委員長 

  つくば学園ＲＡＣ例会報告    

 9月20日(火曜日) 東雲にてローターアク

ト9月第2例会が開催されました。 
 我がロータリー鯨井会員より「起業に関しての卓

話」として、リーダーシップの重要性を語り、1チーム

3人でA4の紙をいかにして早く、高く積み上げるかの

ゲームを行いました。最初に作戦会議を行い、3分間で

高く積み上げる作業です、紙を折る作業、積み上げる作業を効率良く行う事が

秘訣であり、作業工程の中でチームワークとリーダーシップの重要性を認識させるのが狙いと思いま

す。中々面白いゲームです、勝者はもちろん年の功で下村・小城幹事・佐藤委員長のロータリーチーム

でした。アクターの悔し顔は成長の期待として次回例会を楽しみに!!        下村会長 寄稿 

 緊急！結婚式♥報告と10月分米山奨学金授与 

ロータリー米山奨学生 申 文浩さん、ご結婚おめでとう！ 
 10月1日つくばの結婚式場で申文浩さんと千晶（日本人）さんが、幸せに盛大な結婚式を挙げられ

て、当日川﨑直前会長と岡添カウンセラーが祝福されました。  

                         川﨑直前会長 寄稿 
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 10月6日 例会スナップ 
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 9月会員・奥様誕生日祝＆結婚祝 

 

  10月会員誕生日     
 ４日  大野 治夫 様         

 ９日  路川 淳一 様    

１２日 須藤 宏達様 

２１日 倉持 武久様 

２３日  柴田 浩  様 

３０日 田上 憲一  様      

                 結婚祝   

 ４日 菅原    俊♥浩子   様 

 ４日 石川 英夫♥桂子   様 

 ６日 東郷 治久♥富紀子  様 

 ６日 沼尻 真一♥恵里子  様 

１４日 田口 幸男♥葉子   様 

１５日 浦里 浩司♥晴美   様 

２２日 篠崎 忠志♥けい   様 

２３日 中山 正巳♥敬子   様 

２９日 須藤 宏達♥郁子   様 

２９日 上野    修♥いゆ子  様  

  10月奥様誕生祝   
 １９日 小堀 静江  様         

 ２１日 磯山 とし子 様 

 ３０日 小城 由美  様 

      
今日の献立：中華弁当 

（白身の魚フライ甘酢あんかけ・

点心盛り合わせ・牛肉と芝エビの

炒め物・スープ・御飯） 

 チャリティーコンサートでロータリー広報活動 
１０月８日ノバホールでおこなわれた東日本大震災復興支援チャリ

ティーコンサート（つくば学園ＲＣ後援）で、つくば学園ＲＣの奉

仕活動を写真入りのプログラムで紹介し、広く一般に広報しまし

た。 このチャリティーでは、収益金を野口雨情生家へ１０万円、

社会福祉協議会へつくば１０万円・茨城県１０万円を贈ります。 
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本日のお客様 

つくば学園RAC会長   竹来伸子 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 
出席率 

出席 

免除 

メイク・ 

ゲスト 

６１名 ４７名 １４名  ２名 ８３．０５％ ２名 ２名 

 出席率報告   10月6日（木）  例会 

 ニコニコＢＯＸ 

 本日の合計 72,000円    累計金額 440,000円  

 

大野 治夫 
 誕生祝有難うございました。来年は60歳です。 

 野球頑張りましょう！！ 

岡添 紘樹 

 先日、申君の結婚式に招待され出席して参りました。親戚、友達、研究室の仲間や先生   

 方、70名の参加でした。 

 手作りの素晴らしい結婚式でした。 私は乾杯の挨拶で、RCの説明をして参りました。 

 申君には、これから博士号を取るために、勉強を頑張って必ず取得して下さい。 

岡本 武志 
誕生祝ありがとうございます。 

 ９／２５に46歳になりました。 

小城 豊 

 ゴルフ同会に負けじと、釣同好会恒例の秋の北海道遠征に行ってきました。総勢2名（上  

 野、小城）でしたが、釣を満喫してきました。一つ欲を言えば、もう、飽きたので新入会員  

 を募集します。野堀さん11/24勝手に決めてすみません。皆でもりあがりたいと思いま  

 す。 

川﨑 庄一 
 10月1日米山奨学生の申文浩さんと千晶さんの結婚式にしてきました。文浩さん、千晶さ  

 んおめでとうございました。 

倉持 武久 
 誕生祝をありがとうございました。 

 確か62歳になったと思います。 

篠崎 忠志  季節の変わり目、皆さん体調にくれぐれもご注意、ご自愛を！ 

下山田和司 本日、早退させていただきます。 

鈴木 敏雄 
 ガバナー事務所の拝命を受けまして、有難うございます。 

 一生懸命ご協力させていただきます。 

須藤 宏達 
 40代も最後の一年となってしまいました。本日は誕生日、結婚記念日とお祝いをいただ  

 きまして、ありがとうございました。 

田上 憲一  誕生日祝ありがとうございます。 

古本 捷治  たまにはニコニコ！ 長男が帰って来たので、仕事がなくなり、毎日プラプラしてます。 



 ホームページもご覧下さい  

http://www.46gama.com/ 

   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 
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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  

編集後記    クラブ会報・広報委員長：石井健三 

  

病気に対して免疫作用がいかに大切かということを研究している京都大

学では、がんに対してもイメージで克服する免疫療法が研究されている

そうです。 準備が大変だったチャリティーコンサートを無事に成功で

終えて、今、何故か不思議な元気力を得ることが出来ています。 

 友好クラブ 

京都山城ロータリークラブ（第2650地区） 

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 

 プログラム予告  １０月  
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 １０月１３日(木） 例会 大槻ガバナー補佐訪問 

    招待卓話：バッハの森理事長 石田友雄 様 

        「文化における歴史と継承」  

 １０月１８日(火）  つくば学園ＲＡＣ例会「中国語講座」19：30 グランド東雲 

 １０月２０日(木） 移動例会  第1回職場訪問「フジキン・チョウザメ見学」 

       １６：００ホテルグランド東雲バス出発（１５：４５集合） 

     １８：００より移動例会/懇親会 ホテルグランド東雲にて 

   １０月２６日(水） 移動例会新館アネックス 11：40～ガバナーとの協議（役員）  

     12：30～2クラブ合同公式訪問例会（全員）昴の間 

     13：30～記念写真撮影（全員）４Ｆ写真室 

     14：10～クラブ協議会（役員・理事・委員長・3年内会員） 

     16：40～懇親会（全員）昴の間 

   １０月２７日(木）  休会（10月26日振り替えにより） 

 

2011-12 Vol. 13 TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

野堀喜作ガバナーエレクト事務所ホテルグランド東雲本館407号 

連絡先：  TEL         029-886-3582  FAX       029-886-3583 

          E-mail   12-13@ri2820.jp 


