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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.

7月14日（木）

夜間例会報告
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直前会長・直前幹事慰労会挨拶
川崎

点鐘する 下村

皆葉

正 会長

庄一 直前会長挨拶

本日は盛大な慰労会を開催して頂きありがとうございます。先月
石巻訪問後、ほっとしたのか初めて夏風邪をこじらせて中耳炎に
なってしまいました。 思えば1年前、遥か見えないゴールを目指
し会長をお引き受けいたしましたが、この1年間、皆葉幹事、各委
員長、野堀パストガバナー、そして皆様のご協力のおかげでなん
とかこのゴールにたどり着くこ
とが出来ました。 思い起こせ
ばあっという間の1年間でした。
事業計画に無い難問にもなんと
か無事に乗り越えてまいりまし
た。 最後に下村年度の益々の
ご発展をお祈りいたします。
有難うございました。

真治 直前幹事挨拶
この1年間大変お世話になりました。 なん
とか務め上げることができましたが、健康も
崩すことなく、元気に本日を迎えておりま
す。 お蔭様でロータリーの「ロ」の字位は
理解できたかなとありがたく思っています。
下村会長年度は、さらに大変な野堀ガバナー
就任への直前1年間ということで、ますます
大変になってまいります。 陰ながら協力し
て応援していきたいと思います。 ありがと
うございました。
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会長挨拶・幹事報告
下村

正

会長挨拶

川崎直前会長の傍でこの1年間いさせてもらい、その責任感の強い姿に感銘しておりました。
1回も会長代行のピンチヒッター無く、重責をまっとうされた素晴らしい会長だったと思います。
また皆葉直前幹事も、ノートパソコンを駆使して会長を支えて下さいました。この1年間クラブで
たくさんの大変な予期せぬ事態を経験し苦労をおかけしましたが、本日は川崎直前会長を盛り上
げ、最高の1年、悔いのない1年を皆で締めくくりたいと思います。
ありがとうございました。

小城 豊 幹事報告
来週21日は、常陽新聞にも掲載されました「うなぎプロジェ
クト」で福島郡山市へ行きます。 朝9時半に出発式を山水亭さ
んで行いますので、是非遅れないように皆様ご集合下さい。

大堀 健二親睦委員長 本年親睦委員長でお世話になります。皆さんよろしく！

2820地区クラブ奉仕研究会 報告
7月10日(日)水戸三の丸ホテルにて、第2820地区クラブ奉仕研究会
が開催されました。
野堀ガバナーエレクト・川崎直前会長・下村会長・中山副会長と地
区委員の篠崎氏・齋藤氏の計6名で参加しました。
ホテル内会場へ行きますと、受付には既に篠崎会員・齋藤会員が準
備をしており早くからご苦労様です、9.30に開会・点鐘、尾沖氏大木
ガバナー挨拶・山崎直前ガバナーより大震災・被災クラブ支援につい
て説明が有り、8億8千万補助金の使用方法・補助申請についてレクチャーが有りました。補
助金申請については12月末日締め切りとの事。
地区よりクラブ管理運営委員長・広報・雑誌委員長・HP委員長より各々現状の報告があり
ました。
午後からはクラブ奉仕総括委員長より中長期計画・年間プログラム作製の重要性等の説明
が有りました。その後、1会員組織委員グループ・2管理運営委員グループ・3ロータリー情
報グループで分区単位に分かれ、グループ毎に与えられたテーマの討論会を行い、各クラブ
活発な意見交換が行われました。
午後3時50分に閉会、特に各委員会新しい事は有りませんが、常陸山方ロータリークラブ
がRI脱退をしました。大震災の影響により、2820地区も会員減少に歯止
めがきかず、現在2100名が2000人を割るのではないかと予想されてい
ます。会員増強について、強い要望が無いところが印象に残ります。
各グループの討論会は、各クラブの現状や運営について意見交換がなさ
れ勉強になりました。
今後のクラブ運営に生かしたいと思います。
下村 正 会長報告
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常陽新聞電子版・7月9日土曜版に記事掲載！
福島の被災者に老舗の味
「土用丑の日にうなぎを」－つくば学園など３ＲＣ合同企画
21日の 「土用丑 （うし） の日」 に福島県内の被災者にうなぎを届け
るプロジェクトを、 つくば学園ロータリークラブ （下村正会長） など
の３ロータリークラブ （ＲＣ） が進めている。 「おいしいうなぎを食
べて元気になってもらいたい」 と、 土浦市内の老舗の味５００人分を
郡山市内の避難所に届ける計画だ。
常陽新聞の掲載写真
つくば学園ＲＣ、 古河ＲＣ、 在タイの日本人でつくるタイのバンコ
ク・スリウォンＲＣが合同で企画した。 21日、 真空パックのかば焼き約５００人分、 奈良漬物の詰
め合わせ、 粉末のすまし汁を避難所に直接届ける。 現地のＲＣやボランティアと連携。 かば焼きを
ご飯にのせて定食として提供してもらう。
かば焼きは大正創業の 「小松屋」 （土浦市大和町） が協力。 つくば市立豊里中学校の生徒が書い
た応援メッセージも添える。 スリウォンＲＣが集めた義援金を活用する。 当日は、 つくば学園ＲＣ
と古河ＲＣのメンバー約20人が現地に向かう。 この避難所は福島第１原発事故による避難住民らが身
を寄せている。 （常陽新聞電子版）
（＊常陽新聞7月9日土曜版は臨時会報に掲載）

土用丑の日に「被災者にうなぎを届けよう」プロジェクト
土浦小松屋うなぎの蒲焼工場視察報告
7月8日午前中に、土浦小松屋さんのお店と工場を、小城幹事と石井
クラブ会報広報委員長で視察して来ました。 小松屋社長木村芳弘
さんに案内され、うなぎの割き・串打ち・焼き工程を見ました。真
空パック・低温滅菌の新技術と創業95年の老舗伝統の職人技に感銘
しました。
「その街には特有の匂いがあって、土浦のワカサギ焼きと蒲焼の煙
にそれがある」という木村社長の商売に注ぐ情熱を感じた視察にな
りました。
こんな美味しい
心意気を原発被
災者の皆様にお
届け出来ること
は、本当に意義
のある卙愛の奉
仕になると確信
いたしました。
常陽新聞社の取
材も入り、1時
間半の長い滞在
になりました。
（石井報告）
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7月14日 開場スナップ①
ホテルべストランドの１Ｆ「ラ・ポルタ」でのイタリア料理とワイン・霧筑波を楽しみま
した。 始まる前から場外で盛り上がって皆さん夏の夕時のビールも楽しみました。

今日の献立：イタリア料理（前菜盛り合わ
せ・ピザ・野菜スティック・ミニサンド・
チョリソソーセージ・車エビ鬼瓦焼き・新治
牛バルサミコソース・冷製カニパスタ・果物

直直前会長東郷氏の乾杯

〆は川崎直前会長の音頭で！
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郡山市ビックパレットふくしま 写真アルバム

7月3日事前打ち合わせの際の写真です。7月21日には我々の気持ちを届けに行きましょう！

出席率100％会員26名表彰（川崎年度）
１００％出席者（敬称略）：
飯田正行（110％4回）・石井健三（117％初）・石川英明（100％11
回）・井田充夫（119％連続6年）・上野修（119％16回）・大野治夫
（102％連続7年）・大堀健二（102％初）・岡添紘樹（106％1回）・
岡本武志104％2回）・小城豊（138％連続4年）・川崎庄一（169％連続
15年）・鯨井規功（104％2回）・倉持武久（102％18回）・
齋藤修一（144％連続6年）・佐藤裕光（104％連続6年）・
下村正（169％連続15年）・田上憲一
（106％10回）・東郷治久（113％8回）
・中野勝（104％ 初）・中山正巳
（129％4回）・野堀喜作（152％11回）
・古本捷治（102％連続25年）・
増田忠則（106％15回）・増山栄（115％
10回）・皆葉真治（144％5回）・
矢島定雄（100％初）
１００％をめざして、またこの1年間頑
張って下さい。
高野前出席委員長
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出席率報告

TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I.

７月14日（木）

会員数

出席数

欠席数

６２名

名

名

プログラム予告
7月21日

7月28日

7月31日

夜間例会

内無届
欠席数
名

出席
免除

メイク・
ゲスト

出席率

２名

０名

％

7月

【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年度奨学生挨拶 笛田和朗 様
月間ニコニコ大賞
ＲＡＣ県南クラブ合同霞ヶ浦清掃事業開催【登録締切：7月18日（月）】
編集後記

クラブ会報・広報委員長：石井健三

早い梅雨明けで7月初めから真夏の猛暑になる中で、東日本大震災から4
か月目を迎えました。 このような時に先月ボランティア団体に中古車を
送り、今月うなぎの蒲焼丼を500食お届けするプロジェクトを素早く実行す
ることで、ロータリーの卙愛精神をもって実際に奉仕活動をする、ロータ
リーの原点に関われた喜びを感じられるのは、自分一人だけではないので
はないでしょうか。 土浦小松屋の木村社長からもお礼のメールが届いて
います。 お土産で頂いた蒲焼弁当の美味しかった味を思い出しながらこ
う思っています。 待っててくれや！東北！蒲焼だっぺ！(^。^)y-.。O○

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/

