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2013-14 井田  Vol. 39 

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 

2014 / 6 /12 

例会変更の連絡が来ております。メイクをさ

れる方は事務局にお問い合わせください。 

点鐘 井田 充夫会長  幹事報告 鯨井 規功幹事 

6月12日（木）例会報告 
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皆様つくば市国際交流協会の大木でございます。よろしく

お願いします。 

本日はこのような機会を設けていただきまして誠にあり

がとうございます。 

つくば市国際交流協会は、国際都市にふさわしい地域社

会の創造を目指す事を目標として、日々奔走しています。 

その中で学園ロータリークラブ様から５万円の支援金をい

ただき、識字教育関連の取り組みとして、日本語カフェを

実施させていただきました。事業期間は平成25年５月から10月まででした。内容は外国人の為の

招待卓話：つくば市国際交流協会 大木喜子様 
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オリエンテーションを２回、夏休みの宿題サポート高校進学相談が３回、交流イベント・ゲームが 

１回の計６回を実施しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

筑波学院大学の文化祭で日本語での

ゲームとクイズをしました。 

生活に関しての情報を提供しました。 



 

 

日本語を使って、在住外国人との交流を目的としていて、対象者は、日本を勉強していたり、日

本に興味のある外国人、また日本語を使って外国人との交流をしたい方です。 

オリエンテーション、日本の暮らしQ＆Aとしまして、つくばで暮らすにあたり心配な事や不安な

事を何でも聞く事が出来るイベントも開催いたしました。 

そして5月のつくばフェスティバル時、10月のつくば市総合防災のイベントで、生活に関する情報

や、困った時、どこに何を聞いたらいいか、買い物のお得な情報等をお伝えしました。 
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保護者向けに高校進学相談を実施しました。 

高校進学についてのレクチャーを行いました。 
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国際奉仕委員会：北島委員 睦男委員長 

今年度の実績について報告させていただきます。この指止ま

れ事業、大子ロータリークラブ、下館ロータリークラブ、鹿島中

央ロータリークラブに各5万円を協力しました。さらに、フィリピ

ンの台風被害に対して、3万4000円の義援金を送りました。 

長期留学生のサポートをしました。ロータリーの森育成事業に

5万円、筑波大学の留学生後援会に入会し１万円、モンゴル児童

館の設立祝いに2万7000円、つくば市ふれあいプラザ韓国の開催に１万円の寄付をしました。筑

波大学の国際交流協会の懇親会へ出席しました。さらに12月８日に国際奉仕とロータリー財団の

合同セミナーに参加しました。 

来月の7月26日に交換留学生のカイル君が帰国することになりました。お土産に下駄を贈る予

定です。 

今年度各委員会委員長実績報告  

会員増強・会員選考・職業分類委員会：下村 正委員長 

報告させていただきます。当初30周年までには100人を目指す計画

だったのですが、純増１名という結果でした。 6月19日に会員セミ

ナーを再度行います。周りに候補者がいるようでしたら、皆様ご協力

をお願い致します。 

出席委員会：馬目圭造委員長 

目標は平均出席率70％でしたが、だいたい50～60％でした。 

一方、夜の例会を多く行っていただいたので、昼間見られない方

も夜の例会には何度か参加していただくことができ、参加率が

上がっていたのだと思います。 

太陽のある時間にも出席していただけるように、是非声かけをお

願いできればと思います。 

無断欠席については、ずいぶん減ったと思います。 食べ物を無駄にせずにすんだ事は、良かっ

たと思います。引き続きご協力いただければと思います。 

予算をいただいた優良出席者の表彰ですが、 後に締めて、会長幹事慰労会で表彰させてい

ただく予定です。ありがとうございました。 
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ロータリー情報／学園ロータリー基金委員会：中山正巳委員長 

6月19日、新入会員オリエンテーションを開催する予定です。皆

様お声掛けをお願い致します。 

ロータリー情報委員会では、Face bookを開設しています。皆様も

Face bookを開設していただけると情報が得られると思います。 

また、つくば学園ロータリー基金ですが、現在のところお金が

眠っています。 

再来年度30周年の関連事業や、奉仕活動等、計画性のある企画

であれば、つくば学園ロータリー基金が使えます。 このお金を

有効に利用して行きたいと考えています。 

クラブ会報広報委員会：篠崎忠志委員長  

クラブ会報広報委員会は毎週開催される例会の会報作成を中

心に活動してきました。 

写真をふんだんに使い、読みやすい誌面作りを目指して、取り組

んできました。 

その他に、クラブの広報活動として、毎週水曜日に茨城新聞に

掲載されているロータリー情報館にPR記事を掲載しました。 

また、広告としてつくば学園ロータリークラブの広告を掲載し

ました。 

残り数回ですが、引き続き皆様に読んでいただけるクラブ会報を作って行きたいと思います。 

今年度は皆様にご協力いただき、ありがとうございました。 

親睦活動委員会：猪野研一委員  

今期は井田会長が掲げた、楽しいクラブのキーワードとして、親

睦夜例会を9・2・3・5・6月と計５回実施させていただきました。会

員同士のコミュニケーション作りが出来たと思います。親睦夜例

会の他には、７月24日会長幹事慰労会、８月８日納涼パーティー、

11月３日ロータリーの森作り、12月24日家族クリスマス会 １月15

日新年会 4月３日観桜会を実施させていただきました。また、

奥様誕生日・結婚記念日の祝い品の手配、などの活動をさせて

いただきました。 
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プログラム委員会：小城 豊委員長 

会員の皆様が例会に足を運んでみたいと思えるような、プログ

ラム作りをしてまいりました。 

招待卓話では、筑波大学学長の永田学長様、Co . C r e a t e 

Tsukubaの伊藤様、筑波総研の渋谷様、産業カウンセラーの関

様、茨城腎バンク理事長の大河内様、サイバーダイン社の久野

様、計６名の外部講師による旬の話題を提供していただきました。 

また、新入会員卓話として、12名の会員にプロフィールを紹介していただきました。 

また、倉持会員と馬目会員に会員卓話をしていただきました。 

本年度は親睦夜例会を積極的に開催し、計７回夜の例会を行いました。毎回沢山の会員に来て

いただき充分に親睦を深める事が出来たと思います。 一方で夜の例会が多く、ニコニコ寄付が

集まっていないそうです。皆様ご協力をお願い致します。 ありがとうございました。 

ロータリー財団委員会：上野 修委員長 

今年の目標額を含めまして、ベネファクター１名、そして会員全体

の約半数39人の方からの寄付をいただきました。 

ニコニコ寄付とロータリー財団の寄付はロータリーの原点です。 

快く寄付をしてください。 寄付をすることはロータリークラブ

会員の基本です。 

世界と日本と多くの人間との出会いの中で、より素敵なクラブ

にする為に、皆様ご協力をお願いいたします。 

６月 会員誕生祝 

塚田 陽威 1日 

布川  博 2日 

篠崎 忠志 20日 

東郷 治久 24日 

高野  勝 28日 



 

 

 ６月12日(木） 出席報告  

 

無断欠席ゼロ、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 50 18 2 2 78.78% 

内無断 
欠席数 

0 

阿部哲次 出席委員 * 出席率は暫定値 
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・ つくば市国際交流協会 大木喜子様 

・ 米山奨学生      胡 亜萍様 

本日の御客様 

野球同好会より 

やっと練習が出来ることになりました。 塚田会員の塚田陶管株式会社グラウンドをお借りして、

７月20日（日）、8月17日（日）、９月14日（日）、この3日間、３ヶ月に亘って練習を行う予定です。 皆

様よろしくお願いします。 

6月12日会場スナップ 
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  ６月12日(木） ニコニコＢＯＸ  

本日の合計 ￥91,000 － 

本年度累計 ￥1,464,100 － 

本日は 11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。   

井田 充夫 
大木様、日本語カフェ報告ありがとうございました。 

今後、国際交流でご協力できる内容があれば、ご相談頂き出来ることに参加させて頂き

ます。 

大野 治夫 これで、本年度のノルマ達成です！ 

川﨑 庄一 
今年度も残り少なくなってまいりました。井田会長、鯨井幹事一年間ご苦労様でした。 

もうすぐゴールです。頑張ってください。 

木沢 藤房  
先日は、結婚記念日のケーキありがとうございました。家内と二人でおいしく頂きまし

た。ご馳走様でした。 

篠崎 忠志 ニコニコ「満額達成」です。 

下村  正 
不謹慎にも、例会を休んで参加したゴルフ大会は準優勝、今日例会に出れば、ニコニコ

大賞をゲット！ 近、小さな良いことが続いています。おすそ分けはできません！ 

中山 正巳 
井田会長、来週は移動例会なので、点鐘もあと一例会となりました。気合を入れて 終

例会まで頑張ってください。 

高野  勝 
誕生祝ありがとうございます。いよいよ私も、古希を迎える事になり、いろいろ身上の整

理を考えねば？ 

6月19日には、ベストランド ラ・ポルタをご利用頂けるとの事、ありがとうございます。 

田口 幸男 

早朝の通勤電車で通っている時、朝の行列のトイレで、ネクタイを締めた紳士が、間に合

わずに粗相をした現場に出会いました。改札の駅員に知らせました。 

外務省を退官した岡崎久彦Gが、80歳を過ぎて、人生は楽しい。死んだら死んだまま

だった。 

或る作家が、「女より面白い人生があるんだ！」それは人生を捨てた老人が言う言葉な

のか、それとも女性に魔法を授けることを止めた男性なのか、トイレで粗相をした紳士に

聴きたいのでした。 

塚田 陽威 先日、初めてニコニコ大賞をいただきました。選考者さんありがとうございました。 

馬目 圭造 
いよいよ明日、移動発表日です。引き続きつくばに居られるか、それとも………ドキドキ

ですが。 

中野 勝 SAA委員長  
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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 ・6月・7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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 6月 19日 移動例会 親睦夜例会 ホテルベストランド1F「ラ・ポルタ」TEL849-2211 19：00～ 

  ・受付 18：30～ ・会費 3,000円 

  【新入会員研修会】 ・登録18：00、開始18：10～19：00 ・親睦夜例会前、同会場で行います。 

  ・入会1年未満の会員、井田年度理事役員は義務出席となります。 

6月 26日 例会 ･会長･幹事退任の挨拶 ･次年度理事事業計画発表 定時総会6月ニコニコ大賞 12：30～ 

7月 3日 理事会 理事・親睦委員長・プログラム委員長 11：00～ 

7月 3日 例会 会長・幹事就任の挨拶 理事及び各委員会委員長事業計画発表 奥様誕生・結婚祝 12：30～ 

7月 10日 例会 各委員会委員長事業計画発表 長期交換派遣学生挨拶 会員誕生祝 12：30～ 

7月 17日 移動例会 直前会長・幹事慰労会 18：30～ 

  常陸牛料理「ひたち野」TEL866-1221 ・集合場所 ホテルグランド東雲駐車場（バスにて移動） 

  ・集合時間 17：30 ・会費 10,000円 

  ＊当日ご宿泊をご希望の方は、親睦委員長までご連絡ください。「江戸屋」さんを手配いたします。 

7月 24日 例会 ガバナー補佐 表敬訪問 第6分区ガバナー補佐 中泉弘子様（土浦中央RC)  12：30～ 

7月 28日 移動例会 第2回つくばダン魂「イーアスつくば」 ＊詳細は後日ご案内いたします＊ 10：00～ 

7月 31日 休会 休会（7/28に振替の為） 


