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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.

12月1日（木）
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会長挨拶
会長点鐘・挨拶
米山奨学生申文浩さんが11月末に筑波大学院修士課程論文が
みごと通過して、更なる博士課程に進まれることを誉れに思い
ます。 満場一致でクリスマスパーティーに奥様と同伴でご招
待することが決まりました。
つくばマラソンエイドステーションの社会奉仕には、沢山の
会員の皆さん方の参加を頂き、当クラブには熱い心が集まって
いることを感じました。
このエイドステーションでは、いちはら病院の本多会員には
感謝の言葉を送りたいと思います。 テントや垂れ幕、テーブ
ルとイスの用意と片付け、並び出たゴミの処理までお手伝いし
て頂きました。
先日ジョイフルアスレチッククラブのサウナ室で、隣の方
から「あのコーラーの差し入れは、最高に美味しかった、あ
りがとう！」と声をかけられました。３０Ｋｍ地点での糖分
の補給はランナーにとって本当に素敵なプレゼントになって
いることを確認しました。
今回、ボーイスカウトやシティＲＣと共に、つくばマラソ
ン実行委員会から筑波大学生6名と竹園高校生4名の派遣もあ
り、私たちのエイドの4年間の実績で実行委員会にも認知さ
れて来たものと思います。
また社会奉仕委員長の菅原俊会員、ご苦労様でした！
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野堀ガバナーエレクトからの報告
ロータリー財団地域セミナー、ロータリー研究会、国際研修会に参加しました！
１１月２３日の午前９時から２６日の午後４時３０分まで、大阪の国際会議場とリーガロイヤルホテルの
２会場で表記の３つの研修会が開催されました。
出席者は、パストガバナー・ ガバナー・ ガバナーエレクト・ ガバナーノミニーの皆様、約２８０
名です。 近藤雅臣ＲＩ理事が招集者となり、カルヤン･バネルジー会長、ウィリアムBボイドパスト会長
初め７ヶ国の国際ロータリークラブのリーダーの皆様が一同に会し、中身の濃い４日間でした。
特に、ロータリー財団の新しい方向の未来の夢計画、米山奨学金の今後のあり方等、大変勉強にな
りました。又、カルヤン･バネルジー会長は、ロータリークラブ会員の減少と高齢化を是非ストップした
いというスピーチでした。 その為にロータリーの高齢化の灰色のイメージをグリーン色に変化

させ、若草色のロータリーに変えて行きたいという言葉に大変共感致しました。
１２月１日は東京での米山研究会です。 来年のスタートの時までいろいろ研修会に出席し、同期の
ガバナーエレクトの皆様と切磋琢磨して頑張ります。
グラブの皆様、来年は宜しくお願い致します。
２０１１年１１月３０日

ガバナーエレクト

野堀

喜作

二人目のガバナーエレクト事務担当者紹介
←「ガバナーエレクト事務所の仕事が多くなって、１２月１日から新
たに牛久出身の田村昌子さんが事務に加わります。」次期地区幹
事の増山栄会員が紹介しました。

理事会報告
小城幹事より理事会報告（＊詳細はホームページでご覧下さい）
１月のプログラムが決まりました。
１月５日 第１例会 年始例会・会長年始挨拶
１月12日 第２例会 新会員紹介卓話：馬場・赤羽・須藤会員
１月19日 第３親睦夜例会 新年会（筑波山江戸屋）
１月26日 第４例会
12月24日クリスマス・イヴにロータリー家族クリスマス会をホテル
オークラ・フロンティアにて盛大に開催します。
11月3日に行われたロータリーの森創生事業の決算報告
5月6～9日 ロータリー世界大会タイ・バンコクへの参加案内
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年次総会・来年度新理事紹介
来年度の理事の発表と承認
中山正巳来年度会長から、来年度理事になられる方々の発表と承認が
行なわれました。会長：中山正巳、副会長：井田充夫・岡添紘樹、
幹事：大里喜彦、副幹事：岡本武志、ＳＡＡ：佐藤裕光、

会計：下山田和司、職業奉仕：大野治夫、社会奉仕：倉持武久、
国際奉仕：齋藤修一、新世代奉仕：大堀健二（敬称略）の会員の
皆さん方がクラブ総会で承認されました。

米山奨学金１２月授与
カウンセラー岡添会員から１２月分の米山奨学金を受け取る申文浩さんは、筑波
大学院修士論文を無事提出し、さらに博士課程を目指すことになりました。
１２月２４日ロータリークリスマスパーティーでは、新婚の奥様千晶さんを連れて
参加してくれます。 おめでとうございます！

12月奥様誕生祝・結婚祝
11月奥様誕生祝
２日
１１日
１５日
１５日
１７日
２１日
２２日

須藤
馬目
塚田
篠崎
山田
宮武
田上

郁子
佳子
千恵子
けい
公子
利美子
幸子

結婚祝
１日
６日
６日
１２日
１５日
１８日
２５日

様
様
様
様
様
様
様

←ＳＡＡの岡本武志会員の司会も完璧に
なって来ました。
結婚祝いのとらやの羊羹をもらって→
大野治夫会員・矢島定雄会員お幸せに
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矢島
野堀
宮本
大木
宮川
大野
磯山

定雄♥ミヨ子
喜作♥敏子
学 ♥恵美子
康毅♥真由美
健治♥麗子
治夫♥佐多子
正蔵♥とし子

様
様
様
様
様
様
様
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12月3日（土）サンタクロースプロジェクト
富岡町の子供達へX'masプレゼントを届けよう！
＜趣旨＞
3月11日の震災で被災され原発事故で今なお避難所生活
を強いられている福島県富岡町の方々に、本年7月「被災
地にうなぎを届けようプロジェクト」をタイのスリウォンロータリークラブ、茨城
県の古河ロータリークラブ、つくば学園ロータリークラブの三クラブ合同で企画実
施いたしましたように、今回第二段の支援プロジェクトとして１２月３日に同じく三クラブ合
同で企画実施いたします。
ご用意させて頂いたプレゼントも極力、福島県の経済復興に役
立つよう現地調達に努めました。多くの学童が故郷をはなれ、そ
れぞれが各地に生活基盤を移し、親しい友人たちとも離れ離れの
状況で、震災前は２０００人を超える町の学童も現在は、幼稚園
児、小学生、中学生合わせ84名が仮設の合同校舎で学んでいる状
況です。
当日は学童の父兄なども参加されての学習発表会が行われているのを機に、プレゼントを会
場に届け一世帯ずつにお渡しいたします。家族で暖かなひと時を過ごして頂きたいと考えてお
ります。
＜実施内容＞
今回は、仮設住宅が設けられた、福島県三春町にある（株）曙ブレーキ工業様の施設内にあ
ります幼・小・中学校の合同仮校舎へ、少し早めのクリスマスプレゼントとして一世帯当た
り、ピザ（３０cm）一枚、フライドチキン（８ピース）、ドーナツ（１０個）、飲物を一式と
してお届けします。
12月3日（土）午前8：30 集合 山水亭駐車場、出発セレモニー 8：45 ワゴン車分乗出発
10：50 現地到着後、プレゼント贈呈
16：00 つくば山水亭到着・解散
社会奉仕委員長
菅原 俊

例会スナップ
(鶏照焼・湯葉・野菜煮物・揚物)
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「つくばマラソン・ＲＣエイドステーション」奉仕報告
いちはら病院前でつくば２クラブ・ボーイスカウト合同の社会奉仕活動！
11月27日(日)ＡＭ9：30から開催された
つくばマラソンの参加
者1万人以上の皆さんへ
の 社 会 奉 仕 活 動 は、つ
くば学園ＲＣとつくば
シティＲＣにボーイス
カウトの皆さんが参加
して、今回で4回目を迎え
ました。

いちはら病院の皆さんの協力
もあって、朝９時集合時には
クラブのテントや木の椅子や荷物などが既に
セッティングされていました。
晴天紅葉のつくばフルマラソンのスタート地
点から約１０Ｋｍ地点に設けたエイドステーションには、先頭の選手た
ちは10時頃通過します。
今回は過去の経験から、紙コップ半分以下のコーラと一口チョコレー
トと四分の一に切り分けたどら焼の配布を、帰りの
コースのランナーにサービスすることに絞って対応し
ました。 11時頃から2時頃までてんやわんやの3時
間、ランナーに声をかけ、甘い飲み物と一口サイ
ズ の お 菓 子 は 大 好 評、「美 味 し い、あ り が と
う！」の返事で奉仕活動の心に火がつけられ、更
に一所懸命になっている自分がいました。
終わった後の充実感は
かけがえのない喜びと共
に、つくば学園とつくば
シティの2クラブ参加者の
一体感を深める良い機会
にもなりました。
フルマラソン参加者上野修先輩会員→
の颯爽としたランニング姿には感動を覚
えました。10Ｋｍでは大里会員・佐藤会
員が完走しました。ボーイスカウトの子
供達の甲高い掛け声が心に残り、心地良
い疲労感で帰宅しました。 (石井健三)
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「つくばマラソン・ＲＣエイドステーション」スナップ
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ニコニコＢＯＸ/ ９月１０月１１月ニコニコ大賞発表
まとめてドドーンと大賞発表！！
「9月以降順延しましたニコニコ大賞でした
が、今回まとめて発表いたします。
9 月 ： 大 野 会 員・磯 山 会 員、10 月 ： 小 城 会
員・高野会員、11月：矢島会員・上野会員で
した。」
ＳＡ浦野浩司会員→

本日の合計

50,500円

680,500円

累計金額

石井

健三

先月、姪っ子が無事に結納しました。父親がわりに口上をして感激しました。

上野

修

大里

喜彦

大堀

健二

岡本

武志

倉持

武久

佐藤

裕光

つくばマラソンエイドステーションお疲れ様でした。
そして私！30kmしか走れませんでした。うすーい応援！ありがとうございます。
先月つくばマラソン10キロの部、お蔭様で、54分15秒にて完走できました。有難うございます。
フルマラソンに向けて頑張ろう！
クリスマスファミリーパーティーに、是非、ご家族でのご参加をお待ちしております。平成23年のX‘masはロータリーの
仲間と過ごしましょう。
つくばマラソンエイドステーションお疲れ様でした。
沢山の元気をもらい、沢山の感謝の言葉をもらえました。来年が楽しみです。
今日がちょうど女房の誕生日で、今朝ロータリーから素敵な花が届きました。今夜は移動例会で私が留守なので、私
を抜きに孫が好きな「坂東太郎」に行くとか、でも領収書は私に回ってくるらしい！ まあ～いいか･･･？
つくばマラソン、息子(長男 大学4年)と娘(二女 大学1年)で走り、何とか完走しました。とにかく、健康で神に感謝。

須藤
中山

宏達
正巳

妻の誕生祝いをいただきまして有難うございます。

馬目

圭造

矢島

定雄

人間ドック受信してきました。太り気味なのと、軽い脂肪肝を指摘されましたが、大きなトラブルはなさそうです。
胃炎は職業病みたいなものですが、胃が痛まないような景気になって欲しいです。
結婚お祝い有難うございます。うっかり忘れていました。
どうりで、今朝ワイフの顔がいつもと違っていた様に見えた。今日は早く帰らねば！

次年度組織の承認ありがとうございました。

出席率報告
出席数

欠席数

６２名

４３名

１９名

本日のお客様
米山奨学生

申

文浩

来年も宜しくお願いします。

11月24日（木）

会員数

出席率報告

今！思い出しました。

親睦夜例会

内無届
欠席数
名

12月１日（木）

出席
免除

メイク・
ゲスト

出席率

２名

名

７１．６６％

例会

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

４５名

１７名

２名

２名

１名

７６．６６％
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プログラム予告

TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I.

12月/1月

1２月３日(土）

「サンタクロースプロジェクト」
福島県三春町「富岡町幼稚園小中学校合同校舎」にて
8：30集合（山水亭駐車場）8：45出発 午前中贈呈式
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
１２月６日(火）
つくば学園ＲＡＣ例会 ７：３０～ グランド東雲
１２月８日（木） 12月第2例会 12：30～ ガバナーエレクト進捗会議
１２月１５日（木）12月第3例会 12：30～ 招待卓話サーフル・ジャック氏
「アメリカと日本、何が異なる認識か？」 会員誕生日
１２月２０日（火） つくば学園ＲＡＣ例会 ７：３０～ グランド東雲
１２月２４日(土） 12月第4移動例会 クリスマスパーティー
オークラフロンティアホテル
（12/22・29は休会）
１月６日（木）
1月第1例会 新春例会

編集後記

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

クラブ会報・広報委員長：石井健三

寒い師走の入りになりましたが、つくば学園ＲＣは熱い心の集団
で体育会的な乗りの良さが心情だとの下村会長の挨拶で今日の例会
は、熱く燃えていました。 いつまでも青春の情熱を持ち続けて、
野堀ガバナーエレクトが研修で感銘したような若草色に発展するク
ラブでありたいと思いました。 頑張れ日本！頑張れつくば学園！

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

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
〒305-0047 茨城県つくば市千現２丁目１番６

029-858-0100

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

つくば研究支援センターＡ２８

電話

例会日

FAX 029-858-0101

Email : gakuenrc@46gama.com
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ホームページもご覧下さい
http://www.46gama.com/

