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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.

6月14日（木）

6月第2例会
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会長点鐘と幹事報告
下村

正

会長点鐘

小城

豊

幹事報告

つくば市北条地区竜巻被災で破壊されました北
条ふれあい館の復興のための支援金として、皆様
からの募金と京都山城ＲＣからの寄付8万を加え、46
万円と第2820地区からの支援金50万円を6/21(木）
に贈呈訪問致します。まだ募金集めしていますの
で、出来れば皆様全員の方の善意を持って行きた
いと思いますので宜しくお願いします。

「下村年度の思い出」寄稿コーナー １
初めての広報活動の実感
この記事は昨年の最初の広報と会報の奉仕活動の成果でした。
新聞に取り上げられそうな企画を立てて土浦の老舗うなぎ屋さん
の仕事場を見学、お店で取材してもらいました。 地場産業興しと
震災援助をうまく合体させたヒット企画でした。 広報活動の醍醐
味を感じました。
Ｆａｃｅｂｏｏｋ投稿より 石井健三
この1年間での思い出深い話や出来事がございましたら、是非お
話を伺いと思います。 こんな素敵な体験があった、こんな感動的
活動ができた、こんな人間関係が生まれた、等どんどん短い文章で
投稿をお願いします。 写真も添えて頂ければ最高です！！
是非皆さんの文章や意見で盛り上がりたいと思います。
クラブ会報・広報委員長 石井健三
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第１クラブ奉仕 事業報告

中山正巳 委員長

9増6減でプラス3名
今年度、入会後間もない新入会員が退会することとなってしまったことに、クラブの問題点オリエ
ンテーション不足を感じました。 しかし、転勤等の事情によりやむを得ない退会者を含め６名に対
し、９名の入会者を迎えました。結果的には３名の増強が出来ました。 入会に際し、オリエンテーショ
ンを実施してロータリーの情報を伝えられるように取り組みたいと思います。
また 京都山城ロータリークラブと調印の年で会長はじめ４名の方に来訪していただき、当クラブ
の例会を通して調印式並びに交流を深めました。また竜巻災害には熱い支援を頂きました。

ロータリー情報・基金 事業報告

川﨑庄一 委員長

会員へのロータリー情報発信と基金の使い方
新入会員には、ロータリーの友、ガバナー月信等を通じて各委員会の活動に役立つ情報を提供し、
東日本大震災、つくばの竜巻災害の支援活動を通じて、ロータリーの基本である奉仕についての理
解し、野堀ガバナー・エレクト年度の地区協議会参加でロータリアンの意識を深めてもらいました。
満額になった基金の使い道については、今後の検討課題として託します。

出席委員会 事業報告

大野治夫 委員長

無断欠席で年間１１万円以上のムダ金支出！
無断欠席ゼロを目指した1年でしたが、累計56名になり、11万円以上の食事代が無駄になりました。
一方１００％出席者は現在24名達成されています。昨年が26名でしたから、なお一層の１００％出席者
が増えることを願います。

プログラム委員会 事業報告

上野 修 委員長

卓話の充実に30分！充実した例会運営と、出席率の向上を目指して
例会時、点鐘後すぐに食事をとることで、卓話時間の充実と会員相互の親睦をこころみた。 1年
を通して4名（ 村上教授・有田教授・ジャック氏・ブライアン氏）の卓話、新入会員の卓話など伺えた。
また二ヶ月に一度の最終例会を夜の移動例会にし、会員相互の親睦を深め出席率の向上に寄与
した。

SAA （会場監督） 事業報告

岡本武志 委員長

3つの目標を掲げた会場監督事業
１）意義深く楽しい例会の運営、２）来賓、招待者、来訪者への配慮、 ３）ニコニコボックスの目標達
成を3本柱として、プログラムで計画された事業を、例会という中で如何に時間を効率的に使うか
に注力しました。特に、招待者に失礼の無い範囲で、参加者が楽しみながら学び、さらには、クラブの
運営について討議できる場をいかに作り出せるかに気をつけて運営してきました。
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6/14例会スナップ
本日の献立：夏野菜とビーフの
カレー・スープ・サラダ・果物

会計委員会 事業報告

下山田和司 委員長

資金の流れを説明
クラブ会計については、「クラブ運営資金」と「奉仕資金」とを厳正に区分した処理を行いました。
また理事会で四半期毎の会計報告を実施し、クラブ会計の資金の流れについて理解を深めました。

職業奉仕委員会 事業報告

鯨井規功 委員長

2回の職業見学移動例会と親睦会
『フジキン・チョウザメ見学』 『東京証券取引所見学』 を通し、社会見識と会員相互の懇親を改め
て深めることができました。 「第6回中学生と語る会」を、次世代奉仕委員会と共管いたしました。
つくば市では今年から教育環境が小中一貫制度となり、新たな試みとして中学1年生を対象として
語る会を開催いたしました。 ロータリー歴の永い会員を中心とした卓話を来年度はお願いしたい。

社会奉仕委員会 事業報告

菅原 俊 委員長

東日本大震災復興支援中心として各事業展開
「うなぎプロジェクト」（原発被災者にうなぎ支援：マッチンググランドによる食糧支
援）、「サンタクロースプロジェクト」（富岡町の小学校、中学校へマッチンググラント
によるクリスマス食糧支援）、「がんばれ富岡町小中学校プロジェクト」（富岡町の小
中学校の運動会の支援）しました。 その他例年通りの支援活動も積極的にした。
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新世代奉仕委員会 事業報告

佐藤裕光 委員長

ローターアクト支援とライラ研修
ローターアクト活動に対する協力支援、 ワークサミット「第6回 中学生と語る会」の開催 、ライラ
セミナー参加（アクト会員参加）、 新世代奉仕研究会参加、社会奉仕と連携して富岡小学校へ運動
会備品、飲料水、参加賞を贈呈しました。 6月16日に行われるローターアクト地区大会では、会員全
員のサポートをお願いします。

ロータリー財団 事業報告

田上憲一 副委員長

150＄達成できず
野堀喜作会員がベネファクター会員になり、さらにクラブ寄付1,000＄、個人寄付・ポリオ寄付など
で488,700円を寄付致しました。 しかし、 寄付計画が、クラブ目標の一人当たり＄150寄付に協力
していましたが、予算額を達成する事が出来なかった事を反省し、次年度にお願いを致します。

6月のワイン同好会 6/14
「ツール・ド・フランス2012」のテーマによるワイン嗜好
フランス北から南へ下るコースで、ノルマンディー地方（シードル・ブリュット：リンゴの発砲ワインでアペ
リティーフで）⇒ロワール地方（プティ・ブルジョワ・ソーヴィニヨン・ブ
ラン：かなり冷たくして果実の風味と新緑の爽やかさを味わう白）⇒
ボルドー地方（レ・プランティエ・デュ・オーブリオン：奥行きのある芳醇
な白で時鮭と戴く）⇒南西地方（カオール・
ロタンティーク：黒い赤で艶やかなふくよか
な風味のある赤でお肉料理と）⇒ラングドッ
ク地方（リムー・ルージュ：鮮やかな赤でごっ
つい香りとコクのある首長の味わえるワイ
ンで〆を2時間以上前に開栓し常温で戴く）
でのワイン
を堪能しました。（石井）
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結婚記念日記念品贈呈
馬場会員と阿部会員に結婚記念品が贈呈されました。

ローターアクト情報 6/16(土)地区大会開催！
6月1６日（土）

ローターアクト第20回地区大会（12:00～登録開始）
・13:00～17:30 つくば国際会議場
・19:00～21:00 懇親会 グランド東雲
＊全会員出席移動例会扱いです！
＊なお、名札の方はローターアクトにて手配済みとのことです。

次回最終例会のお知らせ
平成24年6月27日（水） １９：３０
開会点鐘
２０：４５
閉会点鐘
場 所
ホテルグランド東雲
内 容
「今年度の活動報告と、次年度の活動内容」
登録料
1,000円

宜しくお願いします。

ニコニコBOX
本日合計金額 10,000円
阿部

哲次

大野

治夫

馬目

圭造

累計金額 1,619,800円

早く、皆さんの名前と顔が一致し、楽しいクラブ活動
が出来るよう頑張ります。
これで今年度終了です。来年も頑張ります。
先月から入院していた母が、昨日退院しました。やは
り親にはいつまでも元気でいて欲しいものですね。

6月14日出席率

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

６３名

４５名

１８名

０名

２名

０名

７３．７７％
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プログラム予告
6月1６日（土）

6月21日（木）
6月21日（木）
6月27日（水）
6月28日（木）

TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I.

6月・地区関係

ローターアクト第20回地区大会（12:00～登録開始）
13:00～17:30 つくば国際会議場
（19:00～21:00 懇親会 グランド東雲）
＊全会員出席移動例会扱いです！
第４例会 各委員会委員長事業報告発表
１２:３０～ アネックス１F昴西
つくば市北条地区竜巻被災北条ふれあい館復興支援金贈呈訪問
6月ローターアクト例会 ７：３０～ グランド東雲
第５例会 クラブ総会・会長･幹事退任挨拶 １２:３０～ オークラ

７月５日（木）

2012-13中山正巳年度の第1回例会が始まります！

つくばのロータリークラブＦａｃｅｂｏｏｋ同好会（つくばオールロータリアン）は、現在非公開グループとしてＦａｃｅｂｏｏｋ
上に34人のメンバーで情報を共有しています。 （つくば学園・つくばシティ・つくばサンライズ・ローターアクト）

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

いよいよカウントダウンのクラブ会報作りです。
「下村年度の思い出」寄稿コーナーを残りわずか
ですが特集したいと思います。是非皆様短い思い
出話をお寄せ下さい。皆さんの素晴らしいお話し
を会報で残して下さい。宜しくお願いします。
またロータリーの友6月号でつくば学園田口幸男会員の「私を
変えた一冊２」掲載おめでとうございます。是非一読下さい！
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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