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It is the 28th year since 1986

７月４日（木）
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井田充夫 会長就任挨拶
皆様改めましてこんにちは。2013―14年度のつくば学園ロータ
リークラブの会長を拝命致しました井田充夫でございます。平成
16年10月の入会でありまして、ロータリー歴は9年になりました。
本日は第6分区ガバナー補佐の青柳様にお越しいただきまし
た。誠にありがとうございます。昨年度は野堀ガバナーを輩出さ
せていただき、素晴らしい第2820地区の活動を終えたばかりで
すが、勉強不足の私が一歩前進の、つくば学園RCの旗を振ることになりました。緊張しておりま
すし本当にできるかと、少し不安はありますが、皆様にご指導ご鞭撻を頂きながら頑張って参り
ますので、どうぞ宜しくお願い申し上げます。
今年の国際ロータリー会長ロン D.バートンさんのテーマですが、「ロータリーを実践しみんな
に豊かな人生」をと申しております。
又、第2820地区長谷川ガバナーは「新しい奉仕活動への挑戦」を地区のテーマとして掲げ
ました。今年度の会長職を担う私は、RI会長のスピーチの中にある「本当の満足を求めて・・・」と言
う言葉に感銘を受けまして「奉仕からの満足」というテーマを掲げさせて頂きました。「奉仕活動
を行うことで求められる満足感は、人生の豊かさ、喜び、というものを感じさせてもらえると思っ
ております。
運営目標は、昨年の中山年度の強くで、始まる中に明るくという言葉を入れ、「強く、元気で、
明るく、楽しいクラブ運営を目指す」をクラブ目標としました。
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強くということは、現在会員数67名で活動していますが、純増で3名を達成することを意味
します。本日も推薦者１名の承認をいただきました。会員増強に引き続き取り組んでまいります。
元気とは、サミエル・ウルマンの著に「青春とは人生のある時期ではなく、心のあり方だ」とい
う詩があるように、歳をとっても元気な人生を生きたい。という趣旨です。
明るくとは、明朗であること。それが健康で満足のある人生を歩める基になっているのでは
ないか、と思っております。人の喜びが自分の喜びとして感じられる。そんな気概を持ってこそ、
楽しい活動が出来るのではないか。そんなクラブ運営をしていきたいと思います。
そして、奉仕活動については、長谷川ガバナーが「新しい奉仕活動への挑戦」というテーマを
掲げられています、野堀ガバナーのその後の年度を引き継ぎ、更に新しい奉仕活動にチャレンジ
して行きます。
具体的には、ロータリー財団の未来の夢計画で、今進めております、中学生のヒップホップダン
ス大会の企画を、新世代奉仕委員長の石井健三会員を中心に進めております。
組織的には各理事の方が殆ど未経験ということもあり、塚田副会長に補佐をしていただいて、
なんとか28年目になりますが、ロータリーの活動を全うして生きたいと思っております。
クラブ創設30周年にむけて、今年度を3年計画の始まりの年と位置づけして、出来る限り大風
呂敷を広げて、新しいことに対して挑戦するため、理事の皆様と委員長の方々と協力しながら、
つくば学園RCを育てていけるよう、頑張っていきたいと思っております。
また、大きな予算を頂いておりますので、それに見合う様に頑張ってまいります。ご指導ご鞭
撻のほど宜しくお願い申し上げます。

鯨井規功 幹事 就任挨拶
こんにちは。幹事挨拶に先立ちまして第１回理事会が本日ござ
いましたので、理事会報告をさせていただきます。
8月プログラムの件、納涼会の件、親睦委員会、ガバナー公式訪
問スケジュール、新入会員推薦の件、その他として協賛を紹介させ
ていただきました。納涼会については、8月8日（木）夜例会として
企画をしておりますので、前もって奥様のご予定含めて、お取りい
ただければと考えておりますので、宜しくお願い申し上げます。それと、井田会長の挨拶にありま
した様に、本日、山崎様を会員として、承認させていただきました。お仲間が一人増えたことを、
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ご報告させていただきます。
その他と致しまして、協賛金、祭りつくば、命の電話、そして土浦薪能へも例年通り、協賛をさせ
ていただいております。
改めまして、幹事のご挨拶をさせていただきます。幹事という大任を仰せつかりまして、身も
引き締まる思いでございます。昨年度、野堀ガバナーを輩出させていただいて、協力しながら一
年間を乗り越えてきました。今年度は井田会長から様々な事業を積極的に展開していきたいと、
会長就任の挨拶があったかと思います。
私も幹事として、井田会長を支えて、つくば学園RCが昨年のガバナー輩出クラブであるとい
う思いで、一年間尽力をしていきたいと思っております。
会長・幹事としての役割を考えた時に、会長が掲げた四つの指針の内、「強く・元気で」とい
う部分は井田会長にご尽力いただき、私の方は「明るく、楽しく」という部分を担当させてい
ただこうかと思っております。どうぞ一年間よろしくお願い申し上げます。

第６分区ガバナー補佐 青柳廣則 様（石岡８７RC）の訪問とご挨拶
こんにちは、只今ご紹介にあずかりました、本
年度第6分区ガバナー補佐を努めます青柳でご
ざいます。よろしくお願い致します。簡単な自己紹
介をさせていただきます。
私は、つくばが地元、昔で言うと、つくば学園の
サンルートさんの前にホンダのお店があるかとお
もいます。そちらの二階が私どもの本社になって
おりまして、私はだいたいそこにいます。12拠点の
新車拠点と210名くらいの社員がおります。 中小
企業の親父かなという、のが私の位置づけです。
今までのロータリー歴と言いますと、会長をやらせていただいたくらいで、出向した経験はご
ざいませんし、ほんとに極普通のロータリアンでございました。それが突如として、ガバナー補佐
という大役を仰せつかることになり、野堀ガバナーから依頼の電話が入った以上、引き受けざる
をえない。お断りなどしたら、男がすたる。 やるからには、責任感をもって、やらねばならない。 や
るからには楽しくこの職責を努めさせていただきますので、皆様どうぞよろしくお願い申し上げます。
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さて私の印象として、つくば学園RCは、県内でも活力
のあるクラブだと思っています。寄付金活動・対外的な
援助活動などを見ると、模範的なクラブではないかな
と、思っております。このまま活動を継続すれば、さらに
素晴らしいクラブを築いていくことができると
思います。
特に親睦活動が充実している。会員だけでなく、ご家
族を巻き込んでの親睦活動。これこそは、他クラブに誇
れる、伝統ではないかと思っています。この奥様を巻き込んだ親睦活動が、皆さん方のコミュニ
ケーションを良くし、活力あるクラブ活動をされている。この点については感服致します。
ただその中で一つだけ言わせていただきたいことがございます。それは出席率の問題です。
2000年までは出席率が90％、その後数年間は80％、その後70％。明らかに低下傾向が認められ
るので、対外活動、例会への出席をご奨励いただきたいと思います。
さて翌々週は、ガバナーの公式訪問でございます、この公式訪問につきまして、地区幹事から
メッセージを頂戴しております。その一部を、ご紹介致します。
ガバナーの関心事項
公式訪問は、RI会長の伝達や、奉仕活動への意欲の向上を図ること。もしクラブに問題があれ
ば、その問題の解決策をともに探ることを目的にしています。一番の関心は、公式訪問させてい
ただくクラブが、何を自分のクラブの誇るべきこととしてお考えになり、また逆に、何を問題とし
て意識されるのかを知りたい。特にRI会長の運営目標にもある会員増強については、各クラブに
おいてどのように意識され、またどのように取り組みをしておられるかを知りたいと思っておりま
す。それとポリオ撲滅キャンペーンや、財団寄付、米山奨学会など、金銭の支出をしていただいて
いる事柄についてもどのようにお考えなのか関心のあるところです。これらは長年の課題とし
て、各クラブに置かれても取り組まれてきた課題でもありますし、奥の深い課題だと思っておりま
す。各クラブの長所短所を学ばせていただき、地区内の他のクラブに於ける運営の参考としてご
紹介できるような、公式訪問をさせていただきたいと思うのが希望ではありますが、何よりも楽
しくリラックスした雰囲気で、ガバナーがクラブ会員の皆様と接することができれば、公式訪問と
しての最大の目的は、達成することが出来たといってよいと思っております。
このメッセージをご紹介させていただきましたことで、私の挨拶をしめくくらせていただきます。
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リスボン国際大会のお土産（鯨井会員より）
日本の大判焼き風のお菓子です。
見た目より美味しかったです！

本日のメニュー
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７月会員誕生祝
おめでとうございます。
奥様誕生日

結婚祝

１日

柴原桂子

様

7日

高田稔美❤清子

様

１０日

鈴木きよ

様

１１日

猪野研一❤優子

様

１１日

猪野優子

様

２８日

鯨井規功❤直子

様

１９日

宮本恵美子

様

２９日

藤川美也子

様

７月４日 ニコニコＢＯＸ
本日は12名のニコニコでした。会員の皆様、ニコニコＢＯＸの
方も一年間よろしくお願いします。

赤羽功次ＳＡＡ委員

本日の合計

￥64,931 －

本年度累計

￥64,931 －

赤羽 功次

井田会長、鯨井幹事 一年間よろしくお願いします。
会員の皆様、ニコニコBoxの方も一年間よろしくお願いします。

阿部 哲次

井田会長、新年度の船出おめでとうございます。
また、本日は遅れまして申し訳ありません。今年は、額は問わず、毎回ニコニコ
に協賛をしたいと思います。本年度よろしくお願いします。

飯田 正行

青柳ガバナー補佐、ご訪問ありがとうございます。１年間よろしくお願いします。

井田 充夫

今年度、１年間頑張りますので、ご指導、ご鞭撻を宜しくお願いいたします。

猪野 研一

妻の誕生祝と結婚祝いのWでめでたい月です。お祝いありがとうございました。

大野 治夫

車を買い替えました。古い車の金庫の中にあったお金です。

Page 6

2013-14 Vol. 01

TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I.

鯨井 規功

井田会長と二人三脚で、一年間頑張って参りますので、
皆さんご協力よろしくお願いいたします。
Ps.結婚祝いありがとうございます。

東郷 治久

あれ程強く、就任を辞退されていた青柳さんが、ガバナー補佐に就任され、仕事
始めの本日のご挨拶は、実に堂々としていて、見事な内容でありました。さすが
です。
これからも我がクラブを宜しくお願い致します。

中野

井田会長、鯨井幹事 １年間よろしくお願いします。
私も拙いながら進行役を務めさせていただきます。

勝

中山 正巳

昨年度は大変お世話になりました。
井田会長、鯨井幹事、一年間頑張ってください。出来るだけ休まず、出席する様
に心掛けします。

野堀 喜作

青柳ガバナー補佐、江橋セクレタリー本日はご苦労様でした。ご指導の程よろし
くお願いいたします。

野堀 喜作

井田会長、鯨井幹事
ります。

増山

井田会長、鯨井幹事 一年間よろしくお願いいたします。鯨井幹事はまだ、地区
資金委員の締めを宜しく！
青柳ガバナー補佐、江橋セクレタリーようこそご来訪頂きました。ご指導よろし
くお願いします。

栄

一年間ご苦労様でした。素晴らしい年度を期待いたしてお

７月４日例会 出席報告
本日のお客様

国際ロータリー第2820地区

第６分区ガバナー補佐
〃
セクレタリー

無断欠席ゼロ、出席率向上を目指して

出席委員長

馬目

青柳 廣則 様
江橋 修一 様

圭造

会員

会員数

出席数

欠席数

内無断
欠席数

出席
免除

メイク
ゲスト

出席率

67名

45名

22名

1名

2名

2名

72.30%
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プログラム予告 7月/8月 ・ 地区関係 ・ ローターアクト
7月11日(木)

7月第2例会 理事・各委員会委員長事業計画発表
つくばシティRC会長・幹事訪問
会員誕生祝

7月17日(水)

ホテルオークラ

12：30

ホテルグランド東雲

19：30

つくば学園ＲＡＣ7月第２例会
イニシェーションスピーチ（富山衛会員）

7月18日(木)

移動例会ガバナー公式訪問

7月25日(木)

移動例会 直前会長・幹事慰労会

8月 1日(木)

RI第2820地区ガバナー長谷川國雄 様

ホテルグランド東雲

12：30

ひたち野

18：30

8月理事会 理事役員、親睦委員長、P委員長

ホテルオークラ

11：00

8月 1日(木)

8月第１例会 会長挨拶 会員増強月間に因んで「下村委員長」

ホテルオークラ

12：30

8月 8日(木)

移動例会 井田年度 納涼会

デサ・ジルポトレつくば

19：00

つくばオールロータリアンＦａｃｅｂｏｏｋ同好会は、つくばの3クラブのロータリアンとローターアク
ト、インターアクトの情報などをＦａｃｅｂｏｏｋ上で共有しています。皆様、ぜひご活用ください。
（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：篠崎忠志

2013-14年度がスタートしました。クラブ会報も
中野会員から引き継ぎ何とか配信できました。内
容については従来のスタイルを踏襲するのが精一
杯でしたが、例会、様々な奉仕活動等を中心に、
毎週火曜日の発行を目指して一年間編集して参り
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

つくば市吾妻1丁目１３６４－１

電話

ホームページもご覧下さい

029-858-0100

FAX 029-858-0101

http://www.46gama.com/

Email : gakuenrc@46gama.com
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