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 11月10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.  

Index 

１１月会長挨拶 / 理事会報告 / 

「米山月間に因んで」 米山奨学生卓話 /  ボーイスカウト茨城連盟から表彰状授与 / 

11月3日ロータリーの森創生事業報告 / 11月奥様誕生・結婚祝 /  

野堀ガバナーエレクトスタッフ会議② /ニコニコＢＯＸ / その他 

点鐘する 下村 正 会長 

 会長挨拶・理事会報告 

      
危機感を持って本年度に臨む 
10月26日に、初めて２クラブ合同でのガバナー公式訪問が終了

いたしました。皆さんの協力をもって無事終了し感謝しており

ます。この是非に関しては、皆様に委ねてご判断を頂きたいと

思います。 先日ＮＨＫで津波の到来と避難を告げる防災放送

に関して、茨城大洗役場の臨機応変で、危機感を直接伝えた

「～せよ」という命令口調の防災放送

によって、町民が危機感を感じられ率

先と避難してくれたことが伝えられていました。 ロータリーの運

営方針においても、皆さんにどのように伝わっていくかを考えさせ

られます。 当クラブにおける女性会員入会に関する事案やほとん

ど出席のない10名程の会員に対する働きかけの事案など、今後も危

機感を持って話し合いを進めていきたいと思っています。 

理事会報告をする小城幹事 

つくば学園ＲＣ下村会長の点鐘 

12月のプログラムを決定しました！ 
・つくば学園ＲＣの12月予定  1日例会クラブ総会来年度役員紹介 

    3日(土)サンタクロースプロジェクトで福島へ 

    8日野堀ガバナーエレクト進捗会議と確認 

            15日サークルジャック氏卓話 

      24日(土)クリスマス会 

・次年度役員を理事会で承認   ・ＧＳＥの2012年度の受け入れ、新パソコンとプロ   

   ジェクター購入等承認       ・西武百貨店 生井俊一会員の移動に伴う退会報告 

11月23日(水)牛久ロータリーカップ野球大会 決定！ 
茎崎運動公園 野球グランド ７：１５集合です。先月の試合が雨天で流れてしまいましたので、 

今回は頑張って下さい！                                    大野治夫 野球同好会会長 
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 米山奨学金学生 申文浩様卓話/11月奨学金授与 
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韓国の紹介 
500年以上（日本の南北朝時代から明治中期まで）続いた韓王朝の影響が今も残る韓国

のお話でした。 韓国の歴史・政治・特徴・観光地・食べ物・若者の考えに渡り、わか

りやすく説明がありました。 百済文化の豊かさは今も受け継がれているそうです。 

済州島のおかげで災害が少ないようです。3権分立ですが1院制で4年間解散はないよう

です。 冬は寒くオンドルで床暖房です。地震が無く高層マンションが多い、夜が長く

タクシーが安い。 新羅には世界遺産が多く観光できる。 食事はメインを頼むと、沢

山の副菜が出てきます。おすすめの食べ物、じゃじゃ麺は是

非食べて下さい。 韓国の若者には夢があるようです。 

是非皆さん、韓国にいらしてください！ 

  「ロータリーの森創生事業」ゆかりの森① 

１１／３「ロータリーの森創り」報告とお礼 
総勢90名   ・会員 35名（会員家族含む） 

       ・アクト 4名 

       ・ボーイスカウト 50名（関係者、親子合わせて） 

       ・国際親善奨学生 笛田和朗 様 

 
ご参集の皆さま、今年もロータリーの森、山百合の植栽ありがとうご

ざいました。 お陰さまで、８年目の今年も球根を無事植えることが

できました。来年の夏に、またお越しの皆様を満面の花でお迎えでき    

            れば幸いです。         社会奉仕委員長 菅原 俊 

 ボーイスカウト茨城連盟から表彰状授与 

ボーイスカウト茨城県連盟は創立60周年を迎え、記念式典が11月12日に挙行されます。 

60周年の記念式典にて、我がつくば学園ロータリークラブに感謝状が授与されることになりま

した。7年前の森創りからボ―イスカウトとの関係が始まり、その後の貢献度を評価された 

ものと思います。大野会員並びに関係会員の皆様を代表して、私が出席して預かってきます。 

                                                             つくば学園ロータリークラブ 会長 下村 正 

今年咲いた山百合ですね！ 

11月の米山奨学金を授与 
カウンセラーの岡添紘樹会員より、米山奨学金奨学生筑波大学大学院生の 申 文浩

（しん むの）さんへ11月分の米山奨学金が授与されました。 
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 「ロータリーの森創生事業」ゆかりの森② 
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  例会お食事会スナップ 

中華弁当・粕汁でした 
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 第１回野堀ガバナーエレクトスタッフ会議② 

2010-11 Vol. 45 
TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 2011-12 Vol. 17 TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

スタッフ会議で報告されました地区組織図です。野堀ガバナーエレクトを盛り上げましょう！ 

2011～2012 国際ロータリー 第2820地区ガバナーエレクト事務所組織図 

                     
      ガバナーエレクト        

      野堀 喜作        

  
  

                         
ロータリーの友委員 

  
  地区幹事 

  
  地区会計長（資金委員）  

石井 健三 
  

増山 栄 
   

鯨井 規功  
                       

                                

地区総括委員長会議    地区大会実行委員会    地 区 副 幹 事     月信編集委員  

委員長 中田 誠一 つくばシティ  委員長 柴原 浩   齊藤 修一 つくば学園     篠崎 忠志  

副委員長 齊藤 修一    

 副委員

長 

中山 正巳   皆葉 真治 つくば学園     大堀 健二  

委員 菅原 俊    市川 一隆 つくばシティ 矢島 定雄 つくば学園        

       鈴木 一雄 つくばサンライズ 中野 勝 つくば学園        

地区チーム研修セミナー(DETS)    東郷 治久   菅原 俊 つくば学園        

委員長 塚田 陽威    川崎 庄一   浦里 浩司 つくば学園        

副委員長 上野 修    佐藤 裕光   宮本 学 つくば学園        

副委員長 
中泉 勢望 

つくばシティ 皆葉 真治   大堀 健二 つくば学園        

委員 
矢島 定雄     

委員 

齊藤 修一   冨田 茂 つくば学園        

宮本 学 
    矢島 定雄   大野 治夫 つくば学園        

        中野 勝   中田 誠一 つくばシティ      ホームページ委員  
会長エレクト研修セミナー

（PETS） 
    菅原 俊   中泉 勢望 つくばシティ       

            岡本 武

志  

委員長 岡添 紘樹     浦里 浩司   小林 保弘 つくばシティ     篠崎 忠志  

副委員長 飯田 正行     宮本 学   林    稔 つくばシティ       

委員 

中野 勝     大堀 健二   石塚 安代 つくばシティ      

坂本 一仁 つくばサンライズ 冨田 茂   足立 憲彦 つくばサンライズ       

冨田 茂     大野 治夫   坂本 一仁 つくばサンライズ       

       中田 誠一 つくばシティ         
地区協議会     中泉 勢望 つくばシティ 

          
委員長 石川 英昭     小林 保弘 つくばシティ コ・ホストクラブ つくばシティ ゴルフ     

副委員長 大野 治夫     林    稔 つくばシティ コ・ホストクラブ つくばサンライズ 野球      

委員 

小林 保弘 つくばシティ   石塚 安代 つくばシティ         

皆葉 真治     足立 憲彦 つくばサンライズ         

林    稔 つくばシティ   
坂本 一仁 

つくばサンライズ         

石塚 安代 つくばシティ              

足立 憲彦 つくばサンライズ             

大堀 健二                

浦里 浩司                

mailto:iohki@beige.ocn.ne.jp
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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 ４５名 １６名  ３名 ７７．９６％ ２名 ２名 

 出席率報告  11月10日（木）  例会 

 11月奥様誕生祝    結婚祝い 

   

   本日の合計 45,000円     累計金額 609,000円 

 

 ニコニコＢＯＸ 

  11月奥様誕生祝   
  １日 川﨑 憲子  様         

  ３日 鬼澤 文子  様 

１１日 吉岡 鞠子  様 

１４日 宮川 麗子  様 

１７日 齋藤 理恵  様 

２４日 倉持 里和子 様 

                 結婚祝   

 ６日 鬼澤 善則♥文子   様 

１８日 塚越 俊祐♥悦子   様 

１９日 川﨑 庄一♥憲子   様 

２１日 小須田宏二♥すみ江  様 

２２日 青山 大史♥静代   様 

２３日 鈴木 敏雄♥きよ   様 

２６日 中野 勝 ♥真粧美  様 

上 野 修 
 11月5,6日と、全日本シニアラケットボール大会で、3位となりました。もう少しがんばりたいと思います。 

 全国には、化け物がまだまだいますね！ 

岡添 紘樹  ムノ君、卓話をありがとう。勉学に励んでください。 

川﨑 庄一  結婚祝と女房の誕生祝ありがとうございました。 

小堀 恒雄 妻の誕生日有難うございました。 

下山田和司  本日、早退させていただきます。 

菅 原 俊 
 11/3ロータリーの森創りにご参加頂きありがとうございました。11/27には、つくばマラソン給水所営、   

 12/3サンタクロースプロジェクトも、ご協力どうぞ宜しくお願いします。 

塚越 俊祐  結婚祝ありがとうございます。 

中 野 勝 結婚記念の祝ありがとうございます。22回目になりました。 

中山 正巳 
本日理事会で、次年度役員選任に関する件、承認頂きました。来年度も宜しくお願いします。 

今日は財布が怪我をしていますので、小さいニコニコでごめんなさい。 

宮武 孝之 誕生日のお祝い有難うございました。 



 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 
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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 

 

 一つの組織を束ねていくことは、根回しなどの下準備やらを

積み重ねていかないと、壁にぶつかってしまいます。下村会長

の切切とした挨拶から、様々なことが感じられて来ました。大

変だなあと思いながら、記事を編集していました。「楽しくな

ければロータリーではない！」を心がけていきましょう。 

 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  １１月 /12月 
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         １１月１５日(火)  つくば学園ＲＡＣ例会『留学生の就職活動』１９：３０ 

    場所 ホテルグランド東雲 

 １１月１７日(木） 移動例会 ホテルグランド東雲 １２：３０～１３：３０ 

     招待卓話：東邦医大生理学教授 有田秀穂 様 

      「なぜ、うつを引き起こすのか？その治療法とは・・」 

     会員誕生祝 

 １１月２３日(水） 牛久ロータリーカップ野球試合 茎崎運動公園野球グランド ７：１５集合 

 １１月２４日(木） 移動例会 ホテルベストランド「わだ家」１９：００～２１：００  

     親睦夜例会（野堀ガバナー・エレクトを励ます会） 

 １１月２７日(日） つくばマラソン・ＲＣエイドステーション奉仕活動 いちはら病院駐車場 

 1２月３日(土）   サンタクロースプロジェクト （詳細は後日掲載します） 

 １２月４日(日）   ふれあいフェスタ★2011「ダンス・ダンス・ダンス」14：00～ 

     つくば市ふれあいプラザ 多目的ホール 料金2,000円  
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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 


