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つくば学園ロータリークラブ  
TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I.  It is the 28th year since 1986 

 9月19日（木） 例会報告 

大堀 健二 副幹事 

皆さんこんにちは、１０月１２日～１４日、玉造ロータリーク

ラブの後援で第２９回水郷水都全国大会霞ヶ浦会議が

開催されます。参加希望者は、大会事務局まで。移動例

会変更のお知らせが

石岡８７ロータリーク

ラブ、石岡ロータリー

クラブ、つくばサンラ

イズロータリー、阿見

ロータリークラブから来ております。メイクされる方は

事務局にご確認ください。  

会長点鐘と幹事報告  
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浦里 浩司 職業奉仕委員長  

職業奉仕月間の行事として、筑波大学陽子線研究センターの見学を11月15日（金）の予定

で調整中しております。高額な医療にもかかわらず施術を希望される患者が多く、スケ

職業奉仕委員会より 
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ジュールの調整が難しい状況です。見学の際に

は、先生もお呼びして懇親会を開催する予定で

す。又、昨年は私の会社に御来訪いただき、皆様

に酒造過程を見学していただきました。来春に

は、塚田会員の会社へ見学に行く案があがって

おります。また、昨年から、新入会員の方が多く

入会されました。その方々に卓話をお願いする

予定であります。１１月８日（金）は小・中一貫校の

豊里中にて、６年生と８年生の合同ワークフォー

ラムを開催します。つくば学園ロータリークラブ

では、小学生６年生と、中学２年生を対象にグループワークの支援を行います。テーマは

「何のために働くか（働く事の意義、やりがい）」です。12名の講師依頼が来ております

が、現在講演者が２名しか決まっていません。皆様御協力お願いいたします。  

古本 朝彦 会員  

昨年、私の父が亡くなった後に皆様には、お別れの

会を開催していただきました。その際、皆様方から

沢山の御芳志をいただきました。父は生前モンゴル

が好きで、幾度となく脚を運んでいました。いつか

「学校でも建ててあげたいな」と常々申しておりま

した。皆様方から頂戴しました御芳志で、何か出来

ないか検討したところ、今回の計画に至りました。

私たち家族は、ガンチ・メグさんという１０年以上まえに、ロータリーの交換奨学生として

来日された方と、今も家族ぐるみで交流を続けております。この方のお兄様がモンゴル日

本文化交流協会の会長をされていました。ロータリーから始まった縁がありまして、相談

を持ちかけたところ、快く対応をしていただきました。学校ではなく児童館という設備で

あれば建てることができるということになりました。それから１０ヶ月の建築期間の末、開

「カツジ・子供センター」設立のご報告  
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所にいたりました。つくば学園ロータリークラブからは、モンゴルの子供達のためにとい

うプレートのついた、カラクリ時計を寄贈していただきました。私の家族、遺族を含め、な

によりも、現地の方々に喜んでいただけました。現在はモンゴル日本文化交流協会に管理

をしていただいております。 

今後はより発展させて、図書館の機能の他に、児童館・託児所の機能を持たせて運営して

行きたいと思っております。また、現地の協会からはコピー機の寄附をいただきました。

ジャイカと日本大使館からは図書や遊具の寄附の申し入れをいただいております。 

無事に児童館が立ち上がりました。今後の運営も含め、うまく回っていく見込みでありま

す。児童館の名称は、現地の方に気を遣っていただきまして、私の父の名前から「カツジ

チルドレンセンター」と命名していただきまし

た。ロータリークラブの活動から始まった縁が

拡がって、このようなかたちで実を結びまし

た。私を含め現地の方々も共に感謝しておりま

す。本来のロータリー活動を実践できたように

思います。皆様からの温かいご奉仕ご支援を

頂きまして、この施設を建立するに至りました。

皆様本当に有り難うございました。  

下村  正 会員 

皆様にPRのチラシを配布させて頂きました。この

ダン魂のチラシを皆様の企業に持ち帰っていただ

きまして、ＰＲ活動をお願い致します。今は中学校の

体育課程にヒップホップダンスの授業があります。

今回のイベントには、つくばに中学生のダンスコン

テストを根付かせることで、つくば市の文化事業発

展のきっかけを作るとい趣意があります。チーム編

成は１０人１チームの中に一人でも中学生がいれ

第1回中学生ストリートダンスコンテスト『ダン魂』開催のご案内 
タマ 
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ば、キッズ・小学生・高校生の混成チームでも参加できます。近場で踊りが好きだというお

子様がいるようでしたら、ＰＲをしていただきたいと思います。このイベントは移動例会と

させていただきますので。皆さんで盛り上げていきたいと思います。  



 

 

2013-14 Vol. 11 TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

北島 睦男 国際奉仕委員長 

カイル君の同級生が来月の中旬から約2週

間オーストラリアへ就学旅行に行ってしまい

ます。カイル君は参加しませんので、２週間

暇が出来てしまいます。この期間の予定

が、決まっていません、皆様にご協力を頂く

ことになると思います。又、11月の中旬に

フィリピンのロータリークラブとの国際交流

を予定しております。国際奉仕の一貫とし

てフィリピンのロータリークラブで今一体何

を求めているか、現地に出向いて考えてい

きたいと思います。 

国際奉仕委員会からのお願い 

上野 修 ワイン同好会会長  

10月24日（木）開催いたします。 

今回は「ワイングラス」を語りながらのテイス

ティングです。 

興味のある方はご参加ください。場所・時間は

後日お知らせいたします。 

ワイン同好会からのご案内 
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馬目 圭造 ゴルフ同好会 

9月8日～9日とゴルフ同好会で、軽井沢に合

宿に行ってまいりました。当日は朝からあいに

くの雨で、濃霧と雨の中のラウンドでした。初

日の優勝は下村会員でした。 二日目は一転し

て写真のとおりの快晴。 高原のすがすがしい

空気の中、みんな気持ちよくラウンドしました。

結果は井田会長の優勝で、二日間通しての総

合優勝も井田会長となりました。今回は新入

会員の山﨑夫妻も参加され、終始にぎやかな

合宿となりました。 皆様の同好会への参加をお待ちしております。 

ゴルフ同好会 夏の合宿 

東日本大震災／つくば竜巻被害チャリティーファミ

リーフェス 

縁絆（エンバン）と題して、震災と竜巻の復興チャリ

ティーイベントが開催されます。 

開催日 ： 9月29日（日）  

時  間 ： 9：00～20：00  

場  所 ： つくば市役所 駐車場 西側の特設会場 

後  援 ： つくば商工会議所・教育委員会・等々 

ご家族、お子様連れにて、御参加くださいますよう

お願い申し上げます。  

東日本大震災／つくば竜巻被害チャリティーファミリーフェス  
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9月9日 於：軽井沢高原ゴルフ倶楽部 



 

 

９月１９日 
会場スナップ 



 

 

        ９月１９日(木） ニコニコＢＯＸ  

本日は ６ 名のニコニコで
した。御協力いただきあ
りがとうございました。 
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14日  鯨井  規功  会員      21日  宮武  孝之  会員      22日  山﨑  幸登  会員 

9月会員誕生祝 おめでとうございます。 

井田 充夫 

古本会員、モンゴルの話をありがとうございました。 

5年前、古本さん、東郷さん、綿引さん達とモンゴルへ行った事を思い出しました。古本さんと

は、パキスタンにも一緒に旅行したので、思い出が一杯あります。あの世で、お酒を飲んでいる

と思いますが・・・・！ 

大野 治夫 本日、SAA第四の男デビューです。 

齊藤 修一 
近、財布の中身が少し多くなってきました。思えば、今年度、まだ一度もニコニコをしていま

せんでした。そのせいだったんですね。よろしくお願い致します。 

中山 正巳 今日は、中秋の名月。旧暦の8月15日になります。 

古本 朝彦 モンゴル児童館の件、本当にありがとうございました。現地に足を運んでください。 

矢島 定雄 定期健診で特に問題がなく(1病を除いて)、一安心です。今後とも元気に活動できそうです。 

本日の合計 ￥22,000－ 

本年度累計 ￥325,631－ 

 
無断欠勤ゼロ、出席率向上を目指して 

会員数 出席数 欠席数 出席免除 
メイク 
ゲスト 出席率 

68名 48名 20名 2名 0名 71.64％ 

内無断 
欠席数 

0名 

出席委員長 馬目  圭造  会員 

SAA委員 中野 勝 会員 
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友好クラブ 
京都山城ロータリークラブ（第2650地区） 

 プログラム予告 9月・10月・地区関係・ローターアクト 

 

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） 

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：篠崎忠志 

10月13日の地区野球大会に備え、野球同好会の練習に参加しました。

約3時間に亘り夢中になりながら球を打ち、取り、そして走り、気持ち

のいい汗を流しました。過去2回の本大会は天候不順の為に中止に

なっていますが、今年は新入部員の補強のお蔭で何とか念願の１勝

が出来そうな感じです。でも気になることが。久々のハード？な運動

の割には、筋肉痛がありません。歳のせいで動きも筋肉の反応も衰え

てしまったのでしょうか・・・。  

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  

Email : gakuenrc@46gama.com 

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 

 ホームページもご覧下さい  

http://www.46gama.com/ 

 9月 26日 例会 ・招待卓話 筑波大学 学長 永田恭介氏(名誉会員) 

  「グローバル人材育成を考える」  12：30～ 

10月  3日 理事会 理事、親睦委員長、プログラム委員長  11：00～ 

10月  3日 例会 ・会長挨拶 ・米山月間に因んで 卓話 米山記念奨学生「ファム・ターン・ソンさん」 

  奥様誕生・結婚祝 9月ニコニコ大賞  12：30～ 

10月 10日 例会 新入会員卓話「猪野研一会員、小野博史会員」 ホテルオークラ 12：30～ 

10月 1３日 地区野球大会 

10月 17日 例会 招待卓話 Co-Create Tsukuba伊藤史紀氏 

  「facebook(SNS)を活用した、新しい時代のコミュニティ形成」  

  会員誕生祝 ホテルオークラ 12：30～ 

10月 24日 休会（定款細則第6条第1節） 

10月 30日 移動例会「3クラブ合同夜例会」（昼）親睦ゴルフコンペ（夜）親睦合同例会 

    ホテルグランド東雲 19:00～ 

10月 31日 休会（10/30へ振替） 
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