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TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I.  It is the 28th year since 1986 

 1月9日（木）例会報告 
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井田 充夫 会長  

 皆さん明けましておめでとうございます。

本年もよろしくお願い申し上げます。 

 たくさんの会員の皆さんから年始のご挨

拶をいただき、まことにありがとうございま

した。 

 さて、2014年が幕開けとなりました。昨年

は、2020年の東京オリンピック・パラリンピッ

ク開催の決定、アベノミクスの経済効果によ

る景気の回復、株の上昇、円安による製造業

の回帰等、明るい話題が多い年でした。本年

も期待に満ちた年になるのではないでしょ

うか。昨日の新聞に、円安基調が長期化するとの判断から、製造業大手のキヤノンが国内

生産比率を現在の42％から50％に引き上げるという内容の記事が掲載されました。日本

の工場が元気になる事で、日本全体の景気もよくなっていくでしょう。私の会社は工場の

便利屋というコンセプトで、生産設備や検査器具の設計製作をしています。海外に取られ

ていた仕事も回復することでしょう。 

 点鐘と会長挨拶 
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 また、昨日はサッカー日本代表本田圭佑選手のセリエＡトップチームであるACミラン

への移籍会見をテレビで放送していました。年明けから、このような良いニュースを聞く

と日本がバブル崩壊やリーマンショックの悪い影響から脱して、今年こそ良い方向へ動

きだしていくようにさえ思えてきます。 

 私は昨年末に、息子が総責任者をしている中国珠海市の当社工場に行ってきました。

昨年の10月から売り上げが激減したという事を聞き、息子を励ます意図での訪中でした。

ちょうどその時、日本では安倍首相による靖国神社の参拝が行われました。その影響は

瞬く間に中国に広がり、すぐに反日デモに発展しました。31日にマカオから帰国するとき

に、私が人ごみの中で話をしていると、息子から「危ないので、あまり大きな声で日本語

を話さないでください」と注意を受けました。日本と中国の関係は今も良くない状況が

続いているようです。 

 今年度も６ヶ月が過ぎました。前半は会員の皆さんにご協力をいただき多くの奉仕活

動を実施できました。後半の 初の予定は、１月18日（土）の第六分区のIMです。テーマは

「平和について」です。講演される大浦さんは百里基地の重責を担う人物だと聞いてい

ます。中国に対する防衛について話をされる予定です。日本は中国や韓国とどのように

向き合っていくべきか、中国に工場を持っている私にとって大変興味深い内容です。 

さらに、1月31日（金）には米山奨学生との交流会が予定されています。昨年、皆さんにご

協力いただき、米山奨学生に対する寄付を100万円以上集める事ができました。ありがと

うございました。日本は島国なので、海外との関係や問題意識が希薄なところもあるよ

うです。米山奨学生の交流を通して、海外とのコミュニケーションを図っていくこと、他国

との良好な関係を築いていくことは大切な事だと思います。つくば学園ロータリークラ

ブには、２年以内に入会された会員が16名いらっしゃいます。新入会員の皆さんには、こ

れを機会に米山奨学生に対する理解をいっそう深めていただきたいと思います。 

 ２月の末にはベトナムへの研修旅行を予定しております。昨今では日本とベトナムの関

係が重要になっています。つくば学園ロータリークラブに以前在籍していた鯨井会計の

岡本さんはベトナムで大きな事業の準備をしています。その励ましも含めての企画です。 

 また、地区大会が４月５・６日に水戸南ロータリークラブの主催で行われます。是非参加

していきたいと思います。 

 さらに、ライオンズクラブや青年会議所、つくばロータリー市内３クラブとの交流会を
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実施したいと思っています。 

 今年のRI会長のロンD．バートンさんが、ロータリーの中核的な価値観としていわれた

「奉仕・親睦・高潔性・多様性・リーダーシップ」、これらを念頭に置き、30周年という節目に

向けて、色々な企画を練って実現していきたいと思っております。 

本年もご指導ご鞭撻をよろしくお願い致します。 

鯨井規功 幹事 

理事会報告  

１．２月プログラムの件 

２．米山奨学生との交流会の件 

３．ロータリーの森創り、つくばマラソンの給水  

 所設置、決算報告の件 

４．クリスマスパーティー決算報告の件 

５．つくばダンスアワード（ダン魂）2013の件 

 全て可決承認とさせていただきました。 

 

  

 その他の項目として、ローターアクトクラブ地区大会のご案内が届いております。 

 2月15日（土）に土浦のラ・フォレスタ・ディ・マニフィカで開催されますので、ご参加くだ

さい。 

 インターシティーミーティング「I.M」の日程 

日時 ： １月18日（土）  

場所 ： 石岡ベルアージュ 

   12：50 東雲集合 

   13：00 出発 

   14：00 IM開始 

理事会及び幹事報告 
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幹事報告 

 大子ロータリークラブより 

「この指止まれプロジェクト」の支援に対して、お礼の文章をいただきました。 

 「ロータリーの友」の電子版の配信を開始します。アクセス方法は、ロータリーの友の

ホームページを開いていただいて、「電子版」をクリックし、IDとパスワードを入力してく

ださい。  
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年男年頭所感：下村 正 会員 

お知らせ 

 先にいい話がありましたのでお話しさせていた

だきます。 

 昨年の４月29日に地区大会を開催しました。

JAXAでハヤブサのプロジェクトマネージャーを務

められた、川口淳一郎さんに記念講演をしていた

だきました。記念講演の人選には紆余曲折ありまし

たが、塚田会員の尽力もあり、JAXAとの交渉の末、

川口さんに承諾をいただきました。その川口さんの地区大会の講演内容が、今年３月の

全国版の月刊誌「ロータリーの友」に掲載される事が決定致しました。 

 それからロータリークラブ会員からのお願いですが、近々会員増強の新入会員セミ

ナーを行います。皆様の周りに候補者がいらっしゃいましたら、是非声を掛けていただき

たいと思います。井田年度には純増５名を達成し、30周年には会員100名を達成したいと

思います。 

年男年頭所感 

 つくば学園ロータリークラブには私以外にも年男がいらっしゃいます。大木さんと、細

田さんで、細田さんはつくば市の副市長です。３人とも団塊世代の大先輩にいじめられ、

虐げられて育ってきたので、それぞれに強い個性をお持ちです。 

それから、皆様のところにも届いていると思いますが、井田会長から年賀状をいただき
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ました。その年賀状に「シングルを目指します。」と書かれていました。シングルと言って

も皆様誤解の無いようにお願いします（笑）。私もゴルフの練習をして競技ゴルフに出て

シングルを目指していこうと思います。 

 仕事については、WindowsXPのサポートが今年４月に終了します。私が仕事で使ってい

る測量ソフトもXP対応なので、新しいOSには対応していません。思い切って新しいOS対

応のソフトに入れ替えました。ソフトと一緒に測量用機材一式も買い替えました。新しいソ

フトは機能が豊富で色々な事ができるようになりました。操作が複雑で覚えるのも大変

ですが、お客様の要望に応えられるように頑張っていきたいと思います。 

 プライベートでは、私の娘も27歳になりそろそろ誰かいい相手が見つからないかと

か、家族がつつがなく幸せに暮らせればいいなと思っております。 

 後に、会員の皆様に年賀状を出したのですが、枚数が足りず、全員に送る事ができ

ませんでした。あいうえお順で「つ」の方までしか遅れませんでした。届かなかった方に

はこの場を借りまして「すみません」と言わせていただきます。 

 今年も皆様の更なる１年を期待しまして、私の年男の挨拶とさせていただきます。 

 ご清聴ありがとうございました。 
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１ 月❤ 結婚祝い❤  おめでとうございます。 

 7日 増田忠則❤正子  

 9日 藤川雅海❤美也子 

15日 路川淳一❤優子 

15日 宮武孝之❤利美子 

28日 本多史郎❤景子  

１月 奥様誕生日  

 1 日 菅原 浩子様 
 3日 大里 裕子様 
 8日 阿部 京子様 

13日 馬場 二三子様 
15日 中野 真粧美様 
21日 沼尻 恵里子様 

29日 野澤 陽子様 

米山功労者表彰   

小関会員 鈴木会員  

増山会員 本田会員 高野会員 大堀会員  

敬称略 



 

 

 

 １月９日(木） 出席報告  

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 

69名 50名 19名 2名 0名 74.63％＊ 

内無断 
欠席数 

3名 

 阿部 哲次 出席委員 * 出席率は暫定値 

1月9日 
会場スナップ 
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高畠 克友 

12月は、我が家の一大イベントの月です。私が24日生まれ、家内

が25日と盆と正月が一緒に来たようです。 

クリスマスは、私にとって余り良い思いではなく、小さい頃は、誕

生日とＸ‘ｍａｓと一緒ですからケーキは一つ、大人になっても家内

にプレゼントをせまがれるだけです。  

 12月度 あんたが大賞（ニコニコ大賞） 
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 １月９日(木） ニコニコＢＯＸ  

本日の合計 ￥81,000 － 

本年度累計 ￥811,249 － 

本日は 15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。   

 皆葉 真治 SAA委員 

阿部 哲次 
昨日、妻の誕生日の花をお贈り頂きありがとうございました。今年もやはり、唯一のプレ

ゼントになってしまいまいた。 

飯田 正行 
あけましておめでとうございます。2014年が始まってしまいました。会員の皆様のご協

力をお願いいたします。 

井田 充夫 
半年が過ぎ、皆様のご協力で色々な活動ができ、ありがとうございました。残り半年間、

飯田年度も始動しながら、30周年に向けて、楽しい思い出作りをいたしますので、よろし

くお願いします。 

鬼沢 一彦 
クリスマスパーティー、ご参加いただきありがとうございました。今年も早速新年会があ

ります。よろしくお願い申し上げます。 

木沢 藤房 娘が12月に成人式を迎えることが出来ました。 

鯨井 規功 幹事職も無事（？）折り返すことが出来ました。残り半年もよろしくお願いいたします。 

齊藤 修一 
月遅れの誕生祝をいただき、有難うございました。今年の風邪は熱がでなくて、ダラダ

ラと続きます。皆様、ご注意ください。 

高野 勝 
新年おめでとうございます。昨年末から、風邪にとりつかれて困っています。これを機会

に何百回目かの禁煙にトライします。 

塚越 俊祐 明けましておめでとうございます。会員の皆様のご清祥を祈念いたします。 

東郷 治久 

皆様、新年明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願い申し上げます。 

私事ですが、昨年11月に長女が、12月末には長男が続けて結婚しました。今年は、初孫を

期待したいと思います。私事ですが、昨年11月に長女が、12月末には長男が続けて結婚し

ました。今年は、初孫を期待したいと思います。  

増田 忠則 
結婚のお祝いをいただき有難うございます。今夜2人でケーキをいただきお祝いたいと

思ってます。有難うございました。 

中野 勝 あけましておめでとうございます。妻の誕生日祝いをありがとうございます。 

野澤 俊夫 家内の誕生日祝い有り難うございました。また、今年もよろしくお願いします。 

馬場 清康 
新たに、スマホを導入して勉強中！年末年始に触っただけの誤発信で何度誤ったこと

か!! “スマート・アイフォン”ではなくて“スマンと言うフォン”です。 

古本 朝彦 
あけましておめでとうございます。昨年ロータリーに入会して以来、何故か4Kg体重が増

えました？今年は、ダイエットする予定です。 
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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 ・1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  

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/ 
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編集後記   クラブ会報・広報委員長：篠崎忠志 

 何しろ“寒い”。そんな毎日が続く新年のスタートです。と同

時に年度末の超繁忙期を迎え、年々寒さと知力、体力の衰え

と戦うのが辛くなるシーズンです。とは言え、景気の先行きに

明るい見通しがたたない我が業界にとって、仕事に追われる

有り難さを、感じる期間でもあります。 

   1月 16日 移動例会 「新年会」  筑波山江戸屋 ◎スケジュールは後日  19：00～  

  1月 18日 移動例会 「I.M」  14：30～  

   「I.M」インターシティーミィーティング  

   ・場 所 ベルアージュ ・タイムスケジュール 

   受付  14：00～ 開会  14：30～ 懇親会  15：30～  

   ＊集合時間は後日お知らせいたします。 

  1月 18日 I.Mへ振替の為 

  1月 23日 休会  1月31日(金）へ振替の為  

  1月 30日 休会  

  1月 31日 移動例会「米山奨学生との交流会」  場所 筑波大学 大学会館レストランプラザ 18：30～ 

   第2820地区米山奨学生及び学友会メンバー、地区米山記念奨学委員、 

   筑波大学関係者、つくば市3クラブRC会員  


