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It is the 28th year since 1986

12月5日（木）例会報告
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点鐘と会長挨拶
井田充夫

会長

皆さんこんにちは。１２月になりました。
早いもので井田年度が始まってから５ヶ
月がたちました、昨日シティロータリーク
ラブのクリスマスパーティーに招待を受
け、当クラブの中山会員と参加してきまし
た。シティーのクリスマスパーティーには
昨年も招待されたのですが、家族的な雰
囲気でお子さんが多く学園ロータリークラ
ブとは違う雰囲気でした。
世間ではアベノミクスにより景気が回復し、テレビ等から景気のいい話が聞こえてきま
す。しかし、中小企業をとりまく現状は依然厳しく状況は何も変わっていないというのが
私の実感です。
この11月は、皆様方に多くの奉仕活動を実施していただきました。委員長さんをはじ
め、参加、協力をいただいた方々には、本当に感謝いたします。お陰様で井田年度の奉仕
活動はどれをとっても内容の濃い企画だったと思います。この後１月にＩＭと米山奨学生
との交流会があります。米山奨学生は日本独自の活動です。受け入れた学生はその後帰
国され、日本との国際交流に活躍をされています。その人たちとしっかりと交流を図り関
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係を維持していく体制作りをするために、１月３１日に筑波大学で米山奨学生との交流会
を予定しています。
さて、今日本は中国との防空識別権問題に直面しています。百里基地に所属する大浦
弘容さんの講演を聞く機会がありました。「わが国の周辺の状況と防衛」が講演のテーマ
でした。講演の中で、「中国と争うのか、それとも屈するのか、国民に決めてもらいたい」
とまで言われていました。日本人は安全にたいしては、意識が低く安全ボケしていると
も言われていました。安全は命にかかわります。そうしたことも考えながらＩＭ活動への取
組みをしていきたいと思います。

理事会及び幹事報告
鯨井規功 幹事
理事会報告
１ 番項 １月プログラムの件
２ 番項 クリスマスパーティー及び、
新年会、企画の件
３ 番項 新入会員研修会決算報告の件
４ 番項 第一回職場訪問決算報告の件
５ 番項 フィリピン台風被害義援金募集の件
６ 番項 正会員推薦の件
７ 番項 指名委員会報告の件
８ 番項 米山奨学生との交流会の件
９ 番項 ＩＭの件
10 番項 フィリピンの視察報告の件
11 番項 その他
新春のゴルフコンペ開催の件 1月16日
つくばオペラフィオーレ記念コンサート協賛の件
全て承認されました。

幹事報告
例会変更の報告です。土浦中央ロータリークラブ様、土浦南ロータリークラブ様から例会
変更などのお知らせが来ております。参加される方は、事務局にご確認ください。
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次年度理事 役員発表（クラブ総会）
井田会長より、11月の28日に2回目の指名委員会を開催し、次年度のメンバーを決定い
たしました。ご紹介いたします
会長

飯田

正行 会員

会計

小野

博史 会員

会長エレクト

齊藤

修一 会員

職業奉仕委員長

塚越

俊祐 会員

副会長

上野

修

会員

社会奉仕委員長

小城

豊

幹事

大堀

健二 会員

国際奉仕委員長

北島

睦男 会員

副幹事

浦里

浩司 会員

青少年奉仕委員長

石井

一

拍手を持って承認をお願い
します。全員の拍手を持って。
次年度の会長他役員の人事
が承認されました。

飯田次年度会長の挨拶
ご承認いただきましてありがとうございま
す。30周年に向けての29年目ということです。
今、本当に楽しく誰が見ても良いクラブです。こ
れを続けながら、30周年を盛大に迎えられるよ
う強力なクラブ作りをして行きたいと思いま
す。皆様よろしくお願いいたします。
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委員会活動報告
職業奉仕委員会

浦里 浩司

委員長

こんにちは。職業奉仕委員長を務めている浦里で
ございます。先日、豊里中で教育セミナー「働くって
なんだろう」として、会員の皆様ご自身、または会員
の会社の従業員の方々に多数参加をいただきまし
た。「働くってなんだろう」という高尚な話題だった
ものですから、非常に大変だと思ったわけですけれど
も、市内の先生方も多く視察に来られていました。例
年2月に行っている「語る会」とは少し違っていました
が、皆様のご協力をいただきまして、無事に開催できたことをご報告いたします。
次に、筑波大学附属病院の陽子線センターの先進医療の見学には、会員の皆様にも多くご参
加をいただきました。陽子線の施設が止まっている日に来てほしいということで、当日は陽子線
の装置の裏側まで見せていただきました。なるべく此処には、お世話にならないようにとは思っ
ているのですけれども（笑）。10人に一人か二人くらいしか効果がなく、他は治療できないという
話をされていました。身近にあれば、いざという時には心強いかと思います。
見学後に山水亭さんで懇親会を行いました。できれば大学病院の先生方にも参加していただ
きたいと思ったのですが、ご多忙のためご参加いただけませんでした。まず第一回目の職場訪
問という形で、陽子線センターの見学を無事実施して参りました。
次回は、塚田会員に前々からお願いしているのですけれども、塚田会員の会社の採石場（砕石
場）の見学を予定しています。日程が決まり次第皆様にご連絡いたしますのでよろしくお願いい
たします。以上です。

社会奉仕委員会

矢島 定雄

委員長

こんにちは，矢島です。社会奉仕委員会から報告いたします。まず11月のロータリーの杜では、
今回の社会奉仕委員会の目玉の一つであります「蛍・メダカの生息する環境をつくろう」という
ことで皆様のご協力をいただきました。参加していただいたのは、我が学園RC、及びシティRC
の会長さん、ボーイスカウトの皆さん、ローターアクトの皆さん、アメリカから来ているカイルくん
です。従来のロータリーの杜は、ユリの球根などの植物を植える作業をしてきましたが、今回は
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少し変えました。チップ敷きは例年通り皆様のご協
力のもとに行いましたが、昆虫館の前に蛍が生息
できる環境をつくろうという活動をしました。皆様
のお手元にあると思いますが、昆虫館の前には以
前ロータリーでつくった小川があります。その小川
に蛍がたまごを産めるような環境を、ということ
で暗渠をつくりました。それがいつしか苔が生え
て、蛍のたまごが産まれればと考えております。2
～3年後になるとは思いますが、環境としては非常によろしいのではないかと思います。こちら
も皆様の多大なご協力により完成いたしました。
もう一つは、やはり以前にロータリーでつくりましたメダカの池が、メダカが鳥に食べられて
しまうということで、手入れされずそのままになっていましたが、こちらも写真にありますよう
に、メダカが鳥から逃げられる場所ということで、Ｕ字溝を逆さにした暗渠に水を通して、メダカ
が繁殖できる環境をつくりました。こちらも皆様の協力で順調に作業が進み、最後に会長を含め
まして皆様に水を流し込んでいただいて完成しました。今まで井戸水を少しずつ汲み上げてい
たのですが、今回は思い切って出せるということで、時間はかかりますが、このような環境がで
きたことをご報告いたします。今回の活動には約70名のかたに参加していただきました。
次につくばマラソンのエイドステーションの準備をしました。こちらも我が学園RCとシティRC
の皆さん、ボーイスカウトの皆さん、ローターアクトの皆さんに参加していただきました。非常に
盛り上がりながら社会奉仕できたかなと思います。特に、毎度お世話になっております市原病院
さんの本多さんには、テントやトイレ、休憩所、その他もろもろ、ごみの最終処分までご協力いた
だいて、非常に助かりました。こちらの活動には約40名、いちはら病院さんを入れれば約50名弱
のかたが参加しております。
つくばマラソンは9時半にスタートしたのですが、我々は9時から10時頃まで準備していまし
た。ピークは11時半から12時、13時でした。タイムが４時間台のクラスの人が走っている時間帯が
大変でした。水や食べもの、スナック類を提供しました。紙コップは5200個用意していたのです
が、品切れになるほどでした。次回担当されるかたはもう少し用意したほうがよろしいかと思い
ます。非常に感謝されまして、走っている方からも毎年ありがとうと言っていかれるかたが沢山
いらっしゃいました。我々もやりがいがあったなと思いました。
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他に、北島さんからもご報告があると思いますが、先日フィリピンに行きました。国際奉仕の協
力ということで私も行ったつもりなのですが、中身を見ますと歯医者さんの手助け、恵まれない
子どもへの援助ということで、我々から見ますと国際奉仕ですが、現地に行けば社会奉仕だな
と思いました。この活動に携われたのはいい体験だったと思います。
以上が私の報告です。よろしくお願いします。ありがとうございました。

青少年奉仕委員会

吉岡 隆久

副委員長

みなさんこんにちは。今日は石井健三委員長が不
在でございますので、私、副委員長の吉岡より報告さ
せていただきます。
先日の11月17日、皆様に9時半にお集まりいただき、
第一回「ダン魂」を開催することができました。誠にあ
りがとうございました。準備段階から、今までにない試
みということで、いろいろと不備もございましたが、
石井健三委員長の超人的な活躍もありまして、なんと
か無事開催することができました。
参加者のかたがたは、特別参加も含めて10チームにおいでいただきました。中には開催直前
にかすみがうら市から男子のチームに参加していただいたりして、10チームという、大会という
のにふさわしい形になりました。優勝したのは女子のチームでしたが、その中の半分はダンス未
経験者でした。そういう意味でも、少なくとも優勝した子たちにとってはダンスに興味を持つ、
いいきっかけになったかなと思います。
観客の人たちは、イーアスつくばのセンターコートという場所柄、正確に把握するのは難しい
のですが、常に人だかりができているという状態でした。ここは2階と3階が吹き抜けになってい
まして、上の階から見ているかたもいらっしゃいました。立ち止まって見ていたか方は非常に多
かったと思いますので、大会の盛り上がりとしてはとてもよかったと思います。この「ダン魂」と
いう大会の存在を多くの人に知っていただけたのではないかと思います。
来年以降も第2回、第3回と続いていってほしいと思います。ダンスの文化がつくばに根付い
ていってほしいです。皆様のご協力のもとで開催することができました。本当にありがとうござ
いました。以上でございます。
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１２月５日(木） ニコニコＢＯＸ
本日は10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。

前島正基

SAA委員

本日の合計

￥53,000−

本年度累計

￥602,235−

飯田 正行

次年度理事をご承認頂き有難うございます。
第1歩を踏み出し、プレッシャーを感じ始めました。

石井

12/3に鹿児島で交通事故に遭いましたが、大きなケガにはなりませんでした。

一

磯山 正蔵

今年も残り少ない日々になりましたが、ＲＣ活動、ビジネス、夜遊び等！有意義に
過ごしたいものです。

北島 睦男

フィリピンの視察報告が遅れて申し訳ありません。先月中旬に東郷会員、矢島会
員と共に、歯科医療奉仕と小学校視察をして参りました。今後の対応につきまし
ては、後日皆様にアドバイスを頂きながら検討していきたいと思います。

鈴木 敏雄

本日は、当社をご利用いただき有難うございました。

高野

いつも欠席ばかりで申し訳ありません。

勝

塚田 陽威

家内の誕生祝ありがとうございます。

中山 正巳

先週末は、恋女房を連れて京都に行って来ました。
素晴らしい紅葉を見ることができて、点数がワンランクUP！
行もしなければ！（^^）

中山 正巳

野球大会 念願の一勝おめでとうございます。
所用で、休んでも参加賞をゲット。有難うございました。

古本 朝彦

先月は、家内の誕生日に花束のプレゼントを頂き、有難うございました。俺が遅く
なりましたが、大変喜んでおりました。

馬目 圭造

誕生祝有難うございました。

11月度
その2

中山 正巳

ロータリーの森創り、皆様お疲れ様でした。矢島さん頑
張りすぎ!!

その3

お蔭で翌日腰が痛かった!!

「ダン魂」だんだん姿が見えてきました。一安心

今年のトピックス！

大野 治夫

あんたが大賞（ニコニコ大賞）

我が学園ロータリー野球同好会が牛久ロータ

リーカップにおいて、悲願の一勝を達成し準優勝しました。
メンバーの皆様ありがとうございました。来年も頑張ろう!

たまには、女房孝

12月奥様誕生日
11 日 馬目 佳子
11 日 高谷 安江
15 日 塚田千恵子

15 日 篠崎 けい
18 日 高田 清子
21 日 宮武利美子

22日 田上
25日 高畠

幸子
範子

12月❤ 結婚祝い❤ おめでとうございます。
1日
6日
6日
12日

矢島
野堀
宮本
大木

定雄
喜作
学
康毅

❤
❤
❤
❤

ミヨ子
敏子
恵美子
真由美

15日
18日
25日

宮川
大野
磯山

健治
治夫
正蔵

❤
❤
❤

麗子
佐多子
とし子

１２月５日(木) 出席報告
本日の御客様

・ 米山奨学生

ファムターンソン様

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

内無断
欠席数

出席
免除

メイク
ゲスト

出席率

68名

50名

18名

1名

2名

1名

77.21％＊

* 出席率は暫定値

馬目圭造 出席委員長

12月5日 会場スナップ
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プログラム予告 ・12月・地区関係・ローターアクト

12月 12日

例会 招待卓話 茨城総研 チーフエコノミスト「渋谷康一郎氏」

12：30～

12月19日

例会

12：30～

12月24日

移動例会

招待卓話

(財）いばらき腎バンク講師

「クリスマスパーティー」

タイムスケジュールは後日
12月26日

休会

19：00～

12月26日より振替

12月24日へ振替のため

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
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

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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