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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 

3月6日（木）例会報告 
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 早いもので井田年度も３分の２が終了しました。 

 本日は、地区副幹事の島根昌明 米山記念奨学会総

括委員長と米山学友会 会長の崔玉芬さんをゲストにお

招きしました。そして新入会員の大和ハウス工業㈱つく

ば支店長の和田さんにも出席して頂きました。ありがと

うございます。 

 今年１月３１日に米山奨学生との交流会を行いました。

皆様にご協力をいただき、３クラブのロータリアンの交

流も盛会におこなわれました。 

 ２月に入ってからは、ローターアクトクラブの地区大会に参加しました。ロータアクトクラブは、１

８歳から３０歳までの青年が、主体となり奉仕活動を行っています。非常に会員が少なく学園地

区では、３名が３０歳の為、退会されます。他地域も会員数が少なく、活動ができないクラブもあ

ると聞いています。その状況で、私はローターアクトクラブを活性化する為に、ある提案させて

いただきました。それは、米山奨学生にローターアクトクラブへ参加していただき、共に活動する

事で、会を盛り上げていくというものです。 

 さて話題は変わりまして、個人的な事になりますが、私が事業を起こした時の事をお話します。 

 私は平成２年に独立し、今の事業を始めました。それまではサラリーマンとして、神奈川県で検

査治具を製作販売する会社に勤めていました。その後、私と仲の良かった友人で独立し、今の会

点鐘と会長挨拶 井田充夫 会長 
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社を起こしました。その頃は「やれば何でもできる」と思っていました。 

 しかし、独立当初は、以前の会社との確執や、様々な問題に直面しました。また、新しい会社は

仕事の実績や顧客の信用が無く、競争の場面では非常に弱く、何をするにも本当に大変でした。 

 事業が軌道に乗り始めた頃、知人の推薦もありロータリークラブに入会させていただきまし

た。今はこうして会長をさせていただいています。独立して起業する事は、私の人生の中で大き

な出来事でした。 

 話しがそれてしまいましたが、私の年度も残すところ４ヶ月となりました。ロータリー活動を頑

張っていきたいと思います。よろしくご協力をお願い致します。  

理事会報告 

第１番項 ４月プログラムの件 

第２番項 観桜会開催の準備について 

第３番項 親睦例会決算の件 

第４番項 米山交流会決算の件 

第５番項 米国の交換留学生アンソニースミスさんの受け入

     れの件 

第６番項 増田会員から申請された出席免状申請書の件と出席免状申請書の規定 

第７番項 来年の米山奨学生受け入れの件。 

第８番項 ダイワハウス工業（株） 支店長 和田様の会員入会のご承認 

 その他、つくばダンスアワード事業の表彰の件、モンゴルのカツジ子供センターの見学訪問の

件、運営費からの奉仕活動資金の捻出の件、最後に地区の新会員推薦者の認証プログラムの

件、新会員紹介者にバッチを贈呈する件などが協議されました。 

以上承認させていただきました。 

 

幹事報告 

ロータリー財団から中山会員に寄付表彰状が、増山会員、鯨井会員に地区委員の委嘱状が届い

ております。  

理事会及び幹事報告 鯨井規功 幹事 
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中山委員長 

 つくば学園ロータリー基金について、現状報告をさせていただきます。 

 つくば学園ロータリー基金の運用実績ですが、中村年度にミャンマー出身キムワイさんに奨

学金を交付しました。その後期にイラン国籍のネジマドマスレさんに奨学金を交付しました。その

後、上野年度に前年度委員長の石川年度にAEDを3台購入しました。2011年の下村年度に東日本

大震災の被災地出身の筑波大生へ援助金をおくりました。 

 基金の運用規定、規約規定、目的等については、つくば学園ロータリークラブホームページで

見る事ができます。第１条に、主旨が書かれています。「この基金を認定する事によって、教育福

祉及び国際交流等にたいして、助成金を支給し、よってロータリーの理想を寄与せんとする物で

ある。」また、第５条に基金の目的として「この基金は、設立の主旨に基づき経済的及び、その他

の理由により就学困難な青少年教育、福祉及び、環境改善などに対する助成に加え、将来社会

に貢献しうる有用な人材の育成や、地域発展に貢献する事を目的とする」と謳われています。 

 先日の基金運営委員会で「計画性を持った事業であれば、目的に反する事なく基金を利用で

きる。」と決議されました。 

 また、寄付をしていただいた方には、大変感謝しております。退会された方からも多くの寄付

をいただいております。 

 寄付によって集められた大事なお金です。この基金をつくば学園ロータリークラブ30周年記

念事業としての社会貢献に、役立てていきたいと思います。  

つくば学園ロータリー基金について：中山委員長 
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３月  結婚祝い  

 1日 吉岡隆久 ❤ 京子 様  

 8日 野澤俊夫 ❤ 陽子 様 

15日 田上憲一 ❤ 幸子 様 

 8日 野堀敏子 様 

27日 浦里晴美 様 

28日 増田正子 様 

３月  奥様誕生日 



 

 

 

2013-14 Vol. 29 TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

 ３月６日(木） ニコニコＢＯＸ  

本日の合計 ￥66,000 － 

本年度累計 ￥1,084,083 － 

本日は 12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 

石井 一 3/2で、50歳になりました。 

磯山正蔵 
ニコニコ大賞いただきました。いつの分かな？ 

賞は何回でも結構なので、これからもよろしく待ってますよ！！ 

浦里浩司 早速ニコニコ献金いたします。妻の誕生祝有難うございます。 

田口幸男 
小堀さんがなくなり、私達、戦争と平和の時代の変換期を経験して、又、明治の親たちか

ら江戸時代のニオイを、大正デモクラシーを時々肌で感じました。書物からは解からない

史実を生活した同士が突然に姿を消して、それが淋しいです。 

中野 勝 先週、誕生祝をいただきましたが、財布を忘れて1週間遅れのお礼です。ありがとうございました。 

中山正巳 
つくば学園ロータリー基金について、卓話させていただきました。貴重なお金を大切に使いましょう。 

毎回1,000円ずつ積み上げたニコニコボックスも、間もなくゴールです。(^^)/~ 

野澤俊夫 結婚記念祝有難うございました。 

前島正基 家内の誕生祝有難うございました。木枯に花が咲きました。 

増田忠則 
妻の誕生日（3月28日）に、お花が届けられるとのこと、花好きの妻の喜ぶ顔が想像され

ます。有難うございました。 

馬目圭造 
昨日、会社の異動発表があり、在任期間2年半以上の支店長が、全員転勤になりました。 

在任、3年3ヶ月の私だけを残して……。皆様、引き続きよろしくお願いします。 

山﨑幸登 
再生医療学会に行って来ました。当社の装置も大変好評でした。再生医療元年に向けて、

最高の滑り出しです。 

吉岡隆久 
結婚記念日プレゼント有難うございました。 

5月に第一子出産予定日に向け、順調です。 

 ２月度 あんたが大賞（ニコニコ大賞） 

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。 

上野   修 
この度、ラケットボールアジア連盟会長になることにな

りました。アジアと共に頑張りたいと思います。 
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３月６日 会場スナップ 

 本日の御客様 

  地区副幹事・地区米山記念奨学会 総括委員長 島根昌明様（水戸南RC） 

  地区米山学友会 会長 崔玉芬（サイギョクフン）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 
出席 
免除 

メイク 
ゲスト 

出席率 

68名 49名 19名 2名 2名 77.27％＊ 

内無断 
欠席数 

1名 

馬目圭造 出席委員 * 出席率は暫定値 

  ３月６日(木) 出席報告  
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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 ・3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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3月13日 例会  会員卓話「英国パブの楽しみ方」  

   倉持武久会員 12：30～ 

3月20日 移動例会 「親睦夜例会」 19：00～ 

3月27日 例会 会場：オークラ 新館「アネックス」   

   新入会員卓話を予定 

   長期交換派遣学生卓話「カイル・ウィリアム・マーティン君」  

    12：30～ 

編集後記   クラブ会報・広報委員長：篠崎忠志 

３．１１．この数字の持つ様々な事象は、今を生きる私たちが決して忘

れる事が出来ない、そして忘れてはならない意味を持っています。 

無念にも震災の犠牲になられた人たち、今なお苦難の日々を送られ

ている被災された方々。復興が着実に、スピード感を持って進むこと

を願って！（合掌）・・。 


