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井田充夫 会長 

 私の年度も残すところ５ヶ月となりました。後

半の予定を皆さんにお伝えします。 

 ２、３月に、ここ２年間に入会された16名の新入

会員と親睦を深めるため、夜例会を企画してお

ります。 

 ４月には、東雲ホテルの会場に桜を飾り「観桜

会」を開催する予定です。今回はつくば地域のラ

イオンズクラブや、青年会議所のメンバーを招待

し交流を図る予定です。 

 ５月には会社見学か、一泊の移動例会を企画しています。 ６月の最終月後、７月の飯田

新年度に引き継ぐ予定です。 

 去る１月31日、皆様にご協力をいただき、米山交流会を実施しました。 

 筑波大学米山奨学生OB、 2820地区米山奨学生、 学友会、 つくば地区3クラブの総勢

22名による盛大な懇親会でした。 これを機会に、もう一度米山の元の主旨に学び、実践

することが、グローバル化する流れの中で、重要な事だと思います。 

点鐘と会長挨拶  
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大堀健二 副幹事 

理事会報告 

1 番項 ３月20日夜例会の件 

２番項 新年会決算報告及び、親睦夜例会の企画の件  

  2月20日ふぐ対スッポンの親睦夜例会会費 3000円 

３番項 四半期決算の件 

４番項 ローターアクトの前期決算報告の件 

５番項 地区会長幹事会 4月5日 

６番項 地区大会の件 ４月６日 茨城県民文化センター 

 

幹事報告 

正会員推薦の件 西武百貨店筑波店 山本店長の後任 

囲碁ロータリー国際大会の件 ご興味がある方は事務局にお問い合わせください。 

確定申告書・領収書の件 個人寄付金・米山寄付金・ロータリー財団寄付金の領収書について 

理事会及び幹事報告 

 昨年の７月から１２月までの半期の予算進捗状況を、ご報告

させていただきます。 

 運営資金決算書の予算について、収入の部が73％と予算比

に対して増えております。   

 その他は予定通りに進捗しております。通期に及ぶ支出に

つきまして大旨50％を維持しています。上期に支出が偏る項

目についても、予算に対しては、大幅に超える事は限定されて

いるので、ほぼ順調に進捗しています。 

 奉仕資金の決算についても、進捗に応じた支出でした。上半期全体の総括としても予算通り順

調に進捗しました。 

上半期会計報告：小野博史会員 
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北島 睦男 国際奉仕委員長 

 昨年11月15日から17日まで、東郷会員、

八島会員、私の３人で藤代ロータリークラ

ブの歯科医療奉仕活動へ参加するため、

フィリピンへ行ってきました。この活動は

ロータリークラブの国際奉仕の一環で、日

本人歯科医師10名がマニラロータリーク

ラブと合同で、現地の人たちを無料で診

察するという内容でした。２日目は現地の

学校を視察しました。 

 現在フィリピンの成長率は７％、日本の

成長率２％と比べ高まっています。マニラ

の都市部では、１区画100坪もある高級マンションの建設が増えているそうです。そうした

高級マンションを購入できる富裕層は人口の3～4％で、その他90％は貧しい層であり、

都市部と地方との格差が際立っています。 

 16日、首都のマニラから南へ車で約１時間、パサイにある体育館で歯科医療奉仕を行

いました。貧しい地域でしたが、会場周辺の子供達の笑顔は輝いていました。川にはゴミ

が浮いています。住民がゴミを川に捨てるためゴミが堆積し、川幅が狭くなっています。

とても不衛生です。会場となった体育

館もとても不衛生な場所でした。この

日は500名ほどの患者さんが集まりま

した。日本からタンク式の水圧縮機を持

ち込んで、歯の洗浄治療を行いました。

日本から持参した医療器具や薬品は、

現地に寄付しました。 

 ２日目、マニラから北へ約１時間、カカ

オの学校に現地視察へ向かいました。 

フィリピン視察報告：北島睦男国際奉仕委員長 



 

 

 この学校では約1000人の学生が学んでいます。学校には本や備品が不足しているた

め、図書室に僅かな本しかありません。教室の天井からは雨漏りがしています。トイレは水

洗ですが水が出ませんでした。視察をしていると、現地の市長、現地のガバナーも駆け

つけてくれました。 

 貧しい暮らしをしているフィリピンの人たちに、ロータリアンとして何ができるか、そう

考えさせられました。今後活動を続ける中で、現地の要望を取り入れ、支援の方向を決め

ていこうと思います。その後、ロータリークラブの皆様に、ご協力をお願いする事になる

と思います。今後も皆様のご支援をよろしくお願い致します。 

 

感想 東郷会員 

 私は7年前に下村会員と医療奉仕でフィリ

ピンに行きました。 

 その頃と比べると、今のフィリピンの発展・

変化には驚かされました。中国、東南アジア

が急速に成長していることを痛感しました。 

 7年前に、最貧民街区に行った時は道が舗

装されていませんでした。さらに、治安が悪く

一人で外出できませんでした。今回も貧しい

場所だと言われていましたが、道路は舗装さ

れ治安も悪いとは思えませんでした。 

 フィリピンの成長を見ると日本が置いていかれるような危機感を感じます。機会があっ

たらまた行きたいと思います。 
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２月６日 会場スナップ 
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１月31日「米山奨学生との交流会」会場スナップ 



 

 



 

 

   

             ・ 土浦南ロータリークラブ  伊東 和幸 様 
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2月❤ 結婚祝い❤  おめでとうございます。 

 1日 井田 充夫 ❤ 優 子 
 1日 倉持 武久 ❤ 里和子 
 11日 北島 睦男 ❤ 昌 子 

 13日 冨田  茂 ❤ 由美子 
22日 山﨑 幸登 ❤ 幸 
27日 馬目 圭造 ❤ 佳 子 

2月奥様誕生日  

 13日 路川 優子 

 17日 小関 暎子 

  

 21日 前島 朋子 

22日 山﨑  幸 

 

27日 中山 敬子 

第６回 米山功労者表彰 

小関 迪 会員 

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 1名 76.11％＊ 

内無断 
欠席数 

1名 

馬目圭造 出席委員 * 出席率は暫定値 

馬場清靖  

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。  

 1 月度 あんたが大賞（ニコニコ大賞） 

  ２月６日(木) 出席報告  

 本日の御客様 



 

 

 ２月６日(木） ニコニコＢＯＸ  

井田 充夫 
北島さん、フィリピン奉仕活動報告有難うございました。 

国際奉仕委員長として、新年度に向けてよろしくお願いします。 

北島 睦男 
フィリピン視察の報告が遅れて申し訳ありませんでした。今後もご協力とご

指導をお願いします。また、結婚祝い、本当に有難うございました。 

倉持 武久 
大阪に住む女房の両親と同居することになり、牧園に引っ越しました。私に

とっては初めてのマスオさん役。うまく出来るかどうか、ちょっと心配です。 

結婚記念の祝い、有難うございます。 

野堀 喜作 
体調も少しずつ良くなっています。後、半年くらいはゆっくり出席させて頂き

ます。 

馬目 圭造 結婚祝い有り難うございました。 

馬場 清康 
今年の誕生日を機に25年間やってきた狩猟をやめることにしました。明日、

鉄砲４丁を警察に持っていき、銃砲所持許可を返上します。獲った獲物の怨み

で腰をいためたこともあり、そろそろ潮時だと思いました。 

山崎 幸登 結婚記念を頂きました。有難うございます。 

ゴルフ 
同好会 

1/16（木）新春コンペを開催しました。大堀会員が見事優勝しました。僅かです

が、会費が残りましたので、ニコニコします。 

山田普前会員 先日の新年会で、山田前会員より１０万円のニコニコをいただきました。 

本日の合計 ￥134,834－ 

本年度累計 ￥946,083－ 

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。   

SAA委員 前島正基 
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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 ・2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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  2月 13日  例会 招待卓話  

   産業カウンセラー(元陸自OB) 関芳雄氏 12：30～     

   「ー阪神淡路大震災における災害派遣の体験からー 

   （その時どう思い、どう感じたのか）」 

   

 2月20日  移動例会 「親睦夜例会」 ふぐvsすっぽん親睦夜例会  

   「金太楼」 19：00～ 

  

 2月 27日  例会 新入会員卓話  

   「山﨑幸登会員・木澤藤房会員」 会員誕生祝（1月、2月）  12：30～ 

   

編集後記   クラブ会報・広報委員長：篠崎忠志 

 立春とは名ばかりで、大雪には閉口された方も多かったので

はないでしょうか。私は流行真只中の「インフルエンザ」にか

かってしまい、久々の病欠の何日間を過ごしました。マスク、手

洗い、うがい、等々。始めた矢先の感染でした。皆さん、くれぐれ

もご用心あれ！  


