
 

 

こんにちは、本日12時15分に第一回臨時

理事会を開催させていただき、その席上

で常陽銀行の下山田支店長の転勤に伴う

後任として、新しく研究学園店の支店長に

なられました、小野博史様をご承認して頂

きました。報告いたします。 

Page 1 

 

会  報 

Index 
会長点鐘と幹事報告／つくばシティRC会長ご挨拶／つくばサンライズRC会長ご挨拶／新入会員紹介／

各委員会事業計画発表／ニコニコBOX その他 

2013 / 07 / 11 
2013-14 井田  Vol. 02 

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 

 ７月11日（木） 例会報告 

会長点鐘と幹事報告  

つくばシティの市村です。本日は井田会長、鯨井幹事の就任にあたり

まして、敬意を表したく、お邪魔させて頂きました。また日頃はスポン

サークラブである、つくば学園ロータリークラブから色々とお力添え

をしていただきまして、その御礼を兼ねまして、訪問させていただき

ました。いつも皆さん見慣れた方なのですが、今日は少し緊張してお

ります。もうクラブ創設２０年になりますが、今まで同様、少し新しい企

画を立てております。ご意見を伺うこともありますので、その節には、

よろしくお願い申し上げます。井田会長が先週、表敬訪問にお越し下さいました。その時に学園RC

の目標をお話しくださいました。その言葉の中に今年度は３クラブ合同で、いろいろな活動に取り

つくばシティRC会長の訪問とご挨拶     市村文江様 

会長 市村文江様 



 

 

組みたいと、話しておられました。私も是非そのようにしたいと、思います。何か３クラブで楽しくで

きるようなこと、また奉仕活動に繋がる素晴らしい行事がありましたら、是非お声をかけていただ

きたいなと思っております。どうぞよろしくお願い申し上げます。 
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つくばサンライズRC会長の訪問とご挨拶    堀内昭三様 

つくばサンライズロータリークラブの堀内でございます。私はこ

このクラブの創立会員でございました。６代目の会長や当時の

分区代表などをやらせていただき、10年目に当時こちらの会員

でございました川辺さんと一緒にスピンオフと言うんですか、新

しいクラブを作って、つくばサンライズロータリークラブを立ち

上げた訳であります。 

当クラブも１０年になりますが、当時２５人で発足しました。それか

ら紆余曲折がありまして、一時は会員数３５名までいきましたが、

正直なところ今現在の出席平均は約12名でございます。 

私自身７７歳になるのですが、会員数35名を目標と掲げ、日々会員誘致に孤軍奔走しております。

いつかは50名を達成し、立派なロータリークラブとしたいと思っております。 

今年の年間計画目標を「現在を充実させること。サンライズロータリーのルネッサンスを興して、

ロータリーの木を植えよう」と定め、本気でやっていきます。皆様ひとつ温かく見守っていただけ

ればと思っております。よろしくご支援のほど、お願い申し上げます。  
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会長 堀内昭三様  

はじめまして、今ご紹介に預かりました山崎と申します。東光台で会社を経

営しております。業種は、バイオ関連です。今話題のIPS細胞、これに関連す

る研究機器の開発を行う会社です。 

最近では、ニュースステーションで放映されました、東京女子医大の岡野先

生による心臓再生医療の工場を設計して、装置を納入させて頂きました。

実は先日９日再生医療学会で、IPS細胞の大量バイオシステムでレビューさ

せていただきました。人数的には10名の少数精鋭の会社ですが、大きな会

社とも横並びになって、やらせてもらっています。ロータリアンとしては右も左も分かりませんが、お

仲間に入れていただいた、これをきっかけにして頑張っていきますので、よろしくお願い致します。 

新入会員紹介  

山崎幸登会員 
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13－14年度各委員会事業計画発表 

第一クラブ奉仕委員会 飯田正行 委員長 
会長方針であります、強く元気で、明るく、楽しいクラブの実現に向

けて、新入会員の増強、既存会員への情報の提供、活性化を進め、ク

ラブの基礎体力の充実を図りたいと思います。また友好クラブとの

情報交換を促進し、次年度、次々年度の周年事業等への訪問が、よ

り意義深いものになるよう準備します。 
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ロータリー情報・つくば学園ロータリー基金  
中山正巳 委員長 
つくば学園ロータリー基金委員会は６名で構成しております。代々の

積立金が400万円近くになっております。災害支援金等、いろいろ有

効的な使い方を模索していきたいと思っております。  

会員増強・会員選考・職業分類委員会 下村 正 委員長 
副委員長は、何と野堀パストガバナーです。増山さん、鈴木さん、小

関さん、吉岡さん、柴原さん、石川さん、増田さん、というそうそうた

るメンバーのため、堅苦しい（笑い）思いもしそうですが、頑張って

委員会の名前の通り増強の方を行って参ります。  

第二クラブ奉仕委員会 塚田陽威 委員長  
昨年は、ガバナーも排出させていただき、充実した一年となりまし

た。新入会の山崎さんも、ぜひともこのロータリークラブの活動を

楽しんでいただきたいと思っております。楽しさを実感できる活動

を行って頂きたいと思っております。 

今年度RI会長のテーマにもあるように皆さんに豊かな人生を、会

長を始め皆さん相当張り切っております、どうぞよろしくお願い申

し上げます。  
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出席委員会 馬目圭造 委員長 
事業計画は例会の出席率70％としまして、年間の出席率90％を皆さんに目

指していただくことを、お願いしたいと思っております。できるだけ事前に情

報をお伝えし、卓話等も企画しながら、出席率を上げていきたいと思ってお

ります。楽しいクラブにしていこうと思っておりますので、皆様お誘い合わせ

のうえ参加していただけますよう、お願い致します。お料理等が無駄になっ

てしまいますので、無届け欠席だけはしないよう、お願い致します。 

クラブ会報・広報委員会 篠崎忠志 委員長 
今年度の事業計画としまして①会報の作成業務②ホームページの管理・運営

③広報活動の充実の3点を掲げ活動して参ります。①の会報は、例会の報告を

中心に正確な情報をクラブ会員に伝えます。②のHPについては活動情報を適

宜更新し、新しい情報を伝えるよう努めます。③広報活動の充実は各マスコミ

への情報発信「ロータリー情報館」、「ロータリーの友」や「月信」への投稿等を

行ってまいります。  
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親睦活動委員会 磯山正蔵 委員 
今年度の活動は、井田会長が掲げています「強く、元気で、明るく、楽しいクラ

ブ」の方針に沿って、喜んでいただけるように予算と同じ盛り沢山の計画を準

備しております。皆さん奮ってご参加ください。 

 

職業奉仕員会 塚越俊祐 副委員長 
職業奉仕委員会として下記の事業を計画しています。 

１. 職場訪問 

 10月 筑波大学陽子医学研究センター（交渉中） 

 ４月 会員事業所の見学（計画中） 

２. 会員卓話 

  クラブ会員から職業や提供しているサービスなどについて、年数 

 回の卓話をして頂く。 

３. 外部から講師を招いて、職業に関連する卓話をお願いする。 

４. 第８回職業体験学習会を新世代奉仕委員会と協力して実施する。 



 

 

Page 5 

プログラム委員会 小城 豊 委員長  
卓話につきましては、現在話題になっております社会情勢、および最新情

報などを中心にそれぞれの分野に於ける外部卓話の講師を招聘します。面

白い話、為になる情報等があるようでしたら、私に一声かけていただけれ

ばと、思っております。会員の親睦が大事だと考えますので、夜の例会も積

極的に企画して行きたい、そう思っております。 

会場監督 中野 勝 委員長 
事業計画として、会長方針の強く、元気に、明るく、楽しいクラブを実践す

るため、有意義で楽しい例会運営を行います。来賓、招待者、来訪の方々

に失礼の無い様に規律正しい例会運営に努めます。ニコニコBOXについ

ては、一人当たり３万円を達成出来るようにしたいと思っております。  

会計 鯨井規功 副委員長 
下山田会員が転勤のため、副委員長と小野会員の二人三脚で行こうと

思っております。 

1. 会計報告に乗っ取り、四半期毎に年４回の会計収支報告を行い、クラブ

会員会計に対する、理解を深める。 

2. クラブ運営資金と、奉仕活動資金とを適正に区分した会計処理を行う。 

3. 幹事との連携を密にし、クラブ資金の受け入れ、支出、保管、記帳に関して、適正な会計処理を行う。 

この３点を軸に活動を行って参ります。  
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社会奉仕委員会 矢島定雄 委員長 
事業計画、大きく分けまして３つあります。 

1. 環境保全 

ロータリーの森の植樹・保護の活動と、新しい奉仕活動の実践として蛍、メ

ダカが生息できる環境を作る、という取り組みを実践していく。 

2. 地域貢献 

   例年行っております、つくばマラソンにロータリークラブとローターアクトの

連携企画として、給水所の運営を実施することで地域貢献を実施します。 

新しい取り組みとして、避難施設に生活に必要な物資などを送り届ける取り組みを計画中です。 

3. 支援活動 

   識字率向上、ピンクリボンの支援、命の電話の支援、薬物乱用防止活動の支援、の4つの支援活動を実施します。 
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ロータリー財団委員会 上野 修 委員長 
私の活動は、お金を集めることです。具体的には財団への寄附

として一人につき130ドル、ポリオに20ドル。等を予定しておりま

す。皆さんにお願いをして、世界に誇れるロータリークラブを実

践して参りましょう。  

国際奉仕委員会 北島睦男 委員長 
事業計画のご報告をいたします。 

1. WCSこの指とまれプロジェクトへの協力を検討する。 

2. 市内３クラブと連携して、支援する国の要望、資金の運用、支援  

   の内容、実施の状況を勘案し支援協力をしていきたい。 

3. つくば市とタイアップしての国際交流や支援が可能であれば連  

   携していきます。 

4. つくば市長、副市長に卓話をお願いし、つくば市に於ける国際交流の実態を聴取して、活動の

参考にしたいと思います。 

5. 地区国際奉仕担当カウンセラー支援アドバイザーのアドバイスや協力を得ながら、支援国の決

定、内容を研究していきます。 
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新世代奉仕委員会 高野 勝 委員 
今年の事業計画は、 

1. ローターアクトとの連携を図るとともに、近隣RCとの協力体制

を作る。 

2. ライラ活動への参加意義を浸透させ、青少年リーダー育成支

援活動に取り組む。 

3. 中学生対象のダンスコンクールを未来の夢計画の地区補助金

事業として実施します。 

等々、多くの企画を実現していく予定です。 

ご支援のほどよろしくお願い申し上げます。 
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米山奨学委員会 東郷治久 委員長 
今日はベトナムから米山奨学生のファン君が来ています。ベトナム

についての知識を深めていただきたいと思っております。ベトナム

ですがとても身近な存在ですし、私の周りには、ベトナムへの渡航

歴が既に数回以上の方が何人もいらっしゃいます。ベトナムについ

ても言えることですが、過去には、韓国、中国、が圧倒的でした。も

う両国と交流を持つ必要は無いのではないか、と質問を受けたときのこと。こんな時だからこそ

やるんです、という言葉をいただきました。彼らは今、頑張って日本で勉強して、10年20年たって、

日本と韓国との関係が良くなった時、彼らはしかるべきポジションに立つのです。昨日今日の、政

府の状況だけで判断しないで、今こそ絆を深めることが大切なんです。と申しておりました。皆さ

んも、このことについて考える機会として頂きたく申し上げ、米山の報告とさせていただきます。 

 

会員誕生日 
17日 古本 朝彦 様  20日 鬼沢 一彦 様 
21日 冨田 茂  様  27日 前島 正基 様 

おめでとうございます。 

 ７月会員誕生祝 
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 ７月１１日 ニコニコＢＯＸ  
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本日の合計 ￥40,000 － 

本年度累計 ￥104,931 － 

本日は 8 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。             

赤羽功次ＳＡＡ委員 

 

 ７月11日(木)例会 出席報告 

 

出席委員長 馬目 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 2名 2名 6名 78.46% 

本日のお客様 
つくばシティRC    会長 市村 文江様  幹事 寺内 利恭 様 

つくばサンライズRC  会長 堀内 昭三様  幹事 三須 桂太 様 

米山奨学生      ファム・ターン・ソン 様 

無断欠席ゼロ、出席率向上を目指して 

井田 充夫 市村会長、寺内幹事、堀内会長、三須幹事、ようこそいらっしゃいました。今年度1年間
よろしくお願いします。 山崎さん、これからロータリアンとして一緒に頑張りましよう。 

大野 治夫 山崎さんを宜しくお願いします。東光台の星です！！ 

鯨井 規功 市村会長・寺内幹事、堀内会長・三須幹事、本日はつくば学園ロータリークラブに、
お越しいただきまして、有難うございます。1年間よろしくお願いします。 

鈴木 敏雄 先日は、妻の誕生日に素敵なお花を頂きましてありがとうございました。 

中山 正巳 毎日暑い日が続きますが、熱中症には気を付けましょう。梅雨のジメジメよりは、
ずっと好き！ 

野堀 喜作 市村会長・寺内幹事、堀内会長、三須幹事、1年間ご苦労様です。昨年は大変お世
話になりました。 

つくばシティRC 
会長、幹事 

新年度、会長、幹事を拝命いたしました。本年度もご指導の程よろしくお願いたし
ます。 

つくばサンライ
ズRC 

会長、幹事 

本日は、表敬訪問として例会に出席させていただきました。今年度もつくば3クラ
ブとして、お付き合いしていただけるよう、会員一同頑張っていく所存です。 
1年間よろしくお願いいたします。 
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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 7月/8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 

毎日茹だるような猛暑が続いていますが、夏は

これからが本番です。体調管理に気を付けて乗り

切りましょう。今週18日は井田年度がスタートして

早速「ガバナー公式訪問」です。皆さん準備万端

でご参加ください。  

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/ 

7月18日(木) 移動例会ガバナー公式訪問 
   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 
7月25日(木) 移動例会 直前会長・幹事慰労会   ひたち野  18：30 
8月  1日(木) 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 
8月15日(木) 休会  「定款細則第６条第１節」により 
8月22日(木) 例会 クラブ総会・2012-2013年度 決算・監査報告 
         ・2013-2014年度 予算案について 
 新入会員卓話 ※会員誕生祝  12：30 
8月29日(木) 移動例会  新入会員卓話 ホテルグランド東雲 12：30  


