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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 

2014 / 6 /26 

井田充夫 会長     

 皆さんには１年間盛り上げていただき、ありがとう

ございました。 

 今年度のテーマは「奉仕からの満足」でした。皆さ

ん、井田年度は満足頂けたでしょうか。 

 「強く、元気で、明るく、楽しい」を目指してきまし

た。いかがだったでしょうか。 

 また、井田・鯨井体制で、１年間を乗り切ることがで

きました。鯨井幹事には、ご指導、ご協力いただき感

謝申し上げます。 

 また、「ダン魂」を企画された青少年奉仕委員長の石井委員長、「ロータリーの森」で蛍とメ

ダカが生きられる自然環境作りに尽力いただいた矢島委員長、そして楽しい職場訪問を企画

していただいた職業奉仕の浦里委員長、２年に亘って、次年度も国際奉仕委員長として頑張っ

ていただくことになった北島委員長を始め、多くの委員長に盛り上げていただきました。本当

にありがとうございます。 

 昨年の３月に会長の研修会がありました。その前から中山年度の副会長として、勉強させて

いただきました。会長研修を受けていると、いよいよ自分の年度が始まるという実感がわい

てきました。しかし、会長研修会の前に、ある事件がありました。それは私が経営する会社の売

り上げの低迷でした。そのことで自分がロータリーを続けるべきかどうか、悩んでいました。結

局、妻に相談してみました「やってみればいいじゃない」とあっけらかんとした言葉が返ってき

ました。しかし、その一言で、迷いを振り切ることだができました。やると決めた以上、全力で

会長点鐘と退任の挨拶  

6月26日（木）例会報告 

Page 1 



 

 

 

2013-14 Vol. 40 TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

取り組みたいと思い準備をはじめました。しかし、中山年度に野堀ガバナーを出すことになり、

４月には地区大会を行いました。その大変な時期に、私は次年度の方針や、いろいろなことを

考えながら準備を進めていました。 

 いよいよ新年度に入ると、７月は例会を４回開催しました。ガバナーの公式訪問、つくばの３

クラブ相互訪問、分区のガバナー補佐の訪問等、７月は行事が目白押しで大変な思いをしまし

た。しかし、多忙な７月が終わった時、心が晴れやかになったのを覚えています。 

 また、11月も一つの山でした。ライラへの参加、ロータリーの森、新会員のオリエンテーショ

ン、中学生と職業を語る会、「ダン魂」、筑波大学陽子線治療職場訪問、フィリピン歯科医療国

際奉仕３名参加、つくばマラソン給水所の運営等、多くの奉仕活動・クラブ活動を行いました。 

皆様の協力によって、一つ一つの行事をつつがなく終えることができました。 

 また、私の年度には７名の新入会員が入会されました。下村年度は６名、中山年度には９名が

入会されています。過去28年間のつくば学園ロータリークラブの歴史で、多くの会員が入会さ

れました。私は、会員同士が互いに交流し、親睦を深め、ロータリーの意義を学ぶことができる

機会を作ることに、いつも気を配ってきました。 

 創立30周年に向けての中継ぎとして、JC、ライオンズクラブ、つくばのロータリークラブ３団

体との交流会を２回行いました。また、つくばにある３つのロータリークラブが連携を取りなが

ら合同で奉仕活動を行いました。そして、米山奨学会の卒業生で作る学友会を招待し、3クラブ

合同での交流会を開催しました。また、国際交流として、フィリピンに行き歯科医療奉仕を行い

ました。6月27日から５人のメンバーでモンゴルの視察に行きます。古本会員が作られた児童館

を、現地の要望を取り入れて、さらに発展させていく計画です。 

 後に「強く、元気で、明るく、楽しい」を目標に活動をしてきました。 

 「強く」とは、ロン・D・バートンさんが言われていた「真のロータリアンを求める、中核的価値

観」につながる「強く」を強調させて頂きました。 

 「元気な」サミエル・ウルマンの詩「青春」を引用

させていただき「元気な」を意識しました。 

 「明るく」明朗であること、健康と満足のある人

生を歩むことができる。 

 「楽しい」人の喜びを我が喜びとできる。喜びを

共有すること。 

 私が会長を務めるにあたり、野堀さんには大変お

世話になりました。早く元気になられ、ロータリーに

復帰していただき、ご指導ご鞭撻をお願いしたいと

思っております。また、この１年間、皆様には私を支え

ていただき、本当にありがとうございました。 



 

 

鯨井幹事挨拶 

 １年間、皆様方にご協力をいただきました。ありがとう

ございました。 

つつがなく無事に終えることが出来たと思います。 

 会長が当初より「強く、元気な、明るく、楽しく」という

４つの目標で、クラブの運営をしていきたいと話されて

いました。 

 井田会長の思いを１年間どれだけ支えられたかは、あ

まり自信がありませんが、会長退任の挨拶で、お言葉を頂戴したということは嬉しいことでした。 

 こうして幹事をさせていただくことで、他のクラブのことも見る機会がありました。 

その中で、つくば学園ロータリークラブは凄く良いクラブだと、わたしが幹事を引き受けたとき

に思いました。 歴代の会長を思い返していただくと、幹事がいらないのではないかと思うくら

い。会長の皆様が会の運営まで気を配られていました。 幹事は会長職の経験を積むところであ

り、練習をするところのように思えました。 

 幹事の役目は終わりましたが、この経験を生かして、来年、再来年の活動に役立てていきたい

と思います。この１年、皆様にご協力を頂きながら、幹事の職を楽しませて頂きました。本当に皆

様ありがとうございました。 
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幹事報告と退任の挨拶 

 今年は、ベトナム人のファムターンソンさんに奨学金を

支給しました。今は東京の方へ就職し、時々連絡がありま

す。 

 また今年度は、井田会長の強い希望により、３クラブ合

同の米山奨学生の集いが筑波大学で開催されました。米

山奨学会の良さ、国際交流の素晴らしさ、国と国を乗り越

えた、人と人の交流の価値について、あらためて知る機会

になりました。 

 今年は中国人のコ・ア・ヘイさんに、奨学金を支給します。皆さんの理解が得られるように、奨学

金を支援している期間だけでなく、その後も交流を深めていきたいと思います。 

活動実績報告：米山奨学会 東郷治久委員長 



 

 

 ６月26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 

70 50 20 3 2 77.61% 

内無断 
欠席数 

3 

前島正基  SAA委員 * 出席率は暫定値 

・ 米山奨学生    胡亜萍 様 

・ 「カツジ・子供センター長」 ガンバートル様の妹 ガンチ・メグ 様 
本日の御客様 

6月26日会場スナップ 
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  ６月26日(木） ニコニコＢＯＸ  

本日の合計 ￥83,010 － 

本年度累計 ￥1,634,110 － 

本日は 13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。   

阿部 哲次 
これでニコニコ達成です！ 

井田会長、鯨井幹事本当にお疲れ様です。 後の例会頑張ってください。 

飯田 正行 井田会長、鯨井幹事お疲れ様でした。早く来年のこの日が来るといいな～ 

井田 充夫 
井田年度を盛り上げていただきまして、本当に有難うございます。 飯田会長に受け継

いでいただきますので、来年度もよろしくお願い致します。 

小城  豊 井田会長、鯨井幹事、一年間お疲れ様でした。 

北島 睦男 

明日から、5日間モンゴルを訪問します。現地の人達と交流を深め、合わせて見聞を広め

てきたいと思います。 馬目さん、公私共にお世話になりました。新天地でも益々ご活躍

ください。新しい支店長の市口さんには、土浦から学園ロータリーへの転入を、是非進め

て下さい。 

鯨井 規功 
一年間お世話になりました。至らぬ点も多々あったかと思いますが、皆様方のお蔭で無

事一年間まっとうすることができました。ありがとうございました。 

倉持 武久 
先月から、大阪から来た女房の両親と同居を始めました。 

ところが、両親も女房も関西弁。茨城弁は多勢に無勢で太刀打ちできず、私は自分の部

屋に引きこもってます。 

塚越 俊祐 
井田会長、鯨井幹事一年間大変お疲れ様でした。 

追記、理事各位におかれてもお疲れ様でした。 

野澤 俊夫 
去年6月に入会させて以来、早いもので1年が過ぎました。とても楽しく、有意義な1年で

あったと思います。ロータリーのことはまだ分からない事ばかりですが、これからもよろ

しくお願いします。 

野堀 喜作 長期欠席のお詫びです。体調を100％戻してから復帰します。もう少しお待ちください。 

宮川 健治 これで完納！ 井田さん、鯨井さんお疲れ様でした。 

前島 正基 本日遅刻致しましたが、 後のお勤めに参りました。会長、幹事様、1年間ご苦労様でした。 

皆葉 真治 井田会長、鯨井幹事ありがとうございました。 

皆葉真治  SAA委員  

5 月度 あんたが大賞（ニコニコ大賞） 

古本 朝彦 

先日は、結婚記念の御祝いに、ケーキをいただきありがとうご

ざいました。翌日食べるつもりでいたら、全部子供たちに食べ

られてしまいました。 

おいしそうなケーキでしたので、買いなおそうかと思ってます。 
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 入会時に配られた「ご存知ですかロータリー」という

本の冒頭に、４つのテストが書かれています。 

 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。  

ロータリークラブはこの4つのテストに乗っ取って活動

をしています。 

 毎週の例会に出席し食事をしながら会員同士交友を

深め、皆と一緒になって奉仕活動に取り組んでいます。 

 また、ロータリークラブは米山奨学金、ロータリー財

団の寄付等、皆様からの寄付によって成り立っています。今年度、米山奨学金では筑波大学の留

学生コ・ア・ヘイさんを迎えました。毎月10万円を奨学金として援助しています。また、ロータリー

財団では、「ダン魂」に補助金を出す予定です。 

 個人では出来ない寄付行為によって集めたお金を、実りある事業の為に使える事が、ロータ

リーの良さではないでしょうか、お金の有効な使い方を考え、寄付したお金が形を変えて戻って

くるような、企画を考えていきたいと思います。 

 つくば学園ロータリークラブの会費は年間24万円になります。茨城県のクラブとしては一番

会費が高いです。 

 現在、つくば学園ロータリークラブは60名の会員が在籍しています。過去には 大80名の時

もありました。幸いにも予算にゆとりがあるクラブだと思います。全員が出席できるような、例

会にしていきたいと思います。よろしくお願い致します。 

ロータリー情報委員会 中山委員長 

6月19日 新人研修 オリエンテーション 
 理事を含め、奉仕委員会の委員長から、ロータリークラブの活

動について話していただきます。新たに入会される皆さんにも輪

に加わっていただいて、ロータリークラブについて理解を深めて

いただき、今後の活動に生かしていただければ幸いです。 

井田会長 



 

 

Page 7 

 

2013-14 Vol. 40 TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

青少年奉仕委員会 石井委員長 

 ダン魂について説明させていただきます。 

現在は、中学校の授業で男女共にダンスを学ぶ時代に

なりました。青少年時の身体活動の充実が益々期待さ

れています。新しい感性の育成と理解を深め、ダンス文

化を素直に享受できるよう、また、地域の中学生のスト

リートダンスを応援するために、つくば学園ロータリーク

ラブは「つくばダン魂」を2013年に創設しました。 

 ロータリークラブは、多種多様な職種の方が集まって

います。 

その専門知識を活動に生かしながら、社会に奉仕していくのが、ロータリークラブの意義です。 

 私は元々「劇団四季」で俳優をしていました。2009年につくばにきました。今年は地区の会員

増強の委員になりました。会員増強のセミナーに参加し勉強してきました。そして、再来年のクラ

ブ創立30周年には会員80人を実現し、水戸と同規模のクラブにしたいと思っています。 

青少年奉仕は、地域の青少年の為の奉仕活動です。目玉の大きな事業が「つくばダン魂」です。

そして「ライラ」という外国人留学生との交流会です。長期交換留学生の指導や青少年の支援

活動を行っています。ロータリークラブにはローターアクトという30歳以下の団体があります。

そのグループの支援も青少年委員会の重要な柱です。 

 青少年奉仕を通してどんどん会員増強し、つくば学園ロータリークラブの名前を社会に広め

ていきたいと思います。昨日常陽新聞が取材にきました。近々常陽新聞に「ダン魂」の記事が載

ります。皆さんよろしくお願いします。 

 

国際奉仕委員会 北島委員長 

 私はロータリークラブに入会してから２年になります。

入会後１年経過した時、まだロータリークラブが何か理解

できないうちに、国際奉仕委員長という大役を任されま

した。この１年間はあまり成果がありませんでした。しかし、

継続が必要な活動なので、次年度も私が国際奉仕委員長

を継続する事になりました。 

 ちなみに昨年11月15～17日までフィリピンで奉仕活動

を行いました。長谷川ガバナーから、国際奉仕をする際に

は、援助対象を良く見て、現地で何が求められているか

奉仕委員会 活動報告 
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を把握してから援助を行うように、また、援助した後にもう一度現地に行って実際に援助が有効

であったかを自分の目で確認するようにと、教えていただきました。 

 そうした事をふまえて、6月27日から７月１日まで、モンゴルに行って現地を見学して来たいと

思っています。今年は去年できなかった事に取り組みたいと思います。皆様からのご指導ご支援

をお願い致します。 

 

職業奉仕委員会 浦里委員長 

 私も、ロータリークラブの意味もわからないうちに、５大

奉仕委員会の一つである、職業奉仕委員長を任されまし

た。 

 ロータリークラブは、色々な職種を持った人の集まりで

す。移動例会として、会員の職場や会員以外の事業所も訪

問させていただき、色々な職業について勉強させていた

だいています。 

 今年度は塚田会員の塚田陶管株式会社や、筑波大学の

陽子線センターを訪れ、それぞれの職業について学ぶ機会をつくりました。 

 また、新入会員に卓話をしていただくことで、新たに入会された会員それぞれの職業につい

て学ばせていただきました。 

 職業を通した社会奉仕を目指してきました。多様なメンバーの集まりがロータリークラブで

す。今後いろいろな形で活動をしていきたいと思っています。 

 

社会奉仕委員会 飯田次年度会長 

 社会奉仕は地域に対しての貢献です。つくば学園ロータ

リークラブ社会奉仕委員会の一番大きな取り組みは、12年

前から行っている、つくば市ゆかりの森の中にあるロータ

リーの森に、木を植樹したり、ヤマユリを植えたりする活動

です。昨年は蛍とメダカが生息できる環境作りをしました。

来年度はさらにロータリーの森を大きくして、食事が出来

る場所や、ロータリーの森の看板を作ろうという計画があ

ります。また、毎年つくばマラソンでは、いちはら病院の前

で、ローターアクトとの共同でエイドステーションを運営しています。地域のニーズを汲み取って

奉仕することが社会奉仕に繋がります。これから入会していただく皆さんにも、地域のニーズを

感じていただき、そこから企画を提案していただければ、また新しい取り組みに繋がるのではな

いかと思います。よろしくお願いいたします。 
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 先週異動の発表で神戸の岡本支店に行く事になり、残念な

がらつくば学園ロータリークラブを退会する事になりました。３

年半の間、在籍させていただきありがとうございました。 

 それから、野村證券のつくば支店と土浦支店が統合合併す

る事になり、土浦支店が閉店となります。現土浦支店長がつく

ば支店を引き継ぐのですが、土浦支店長は既に土浦のロータ

リークラブに所属しています。私の後任者が来ないので、学園

ロータリークラブは残念ですが会員１名の減少となってしまい

ます。 

 ３年半いろいろお世話になりました。皆様が神戸に来られることがあれば、どうぞ、お声をか

けて下さい。お相手させていただきます。 

退会の挨拶 馬目 圭三  会員 

SAA委員会 中野委員長 

 SAA委員会は主に例会の司会進行を行います。 

 私は2010年７月に入会し４年が経過しました。ロータリー

の目的は仲間を作る事だと思います。仲間を増やすことが

奉仕の機会を増やすことに繋がります。例会に出て仲間と

和気あいあいと親交を深めることから、始めるのがいいの

ではないでしょうか。 

 

6月19日会場スナップ 



 

 

6月19日会場スナップ 
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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 ・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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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） 

編集後記   クラブ会報・広報委員長：篠崎忠志 

井田年度の会報の 終号を配信いたします。各委員長・委員のみなさ

ん、事務局の服部さんを始め、行事の関係者の皆さんのご協力で滞り

無く発行が出来ました。自身の職業柄、情報を「正確に迅速に可読性

よく」は、常日頃に心掛けてはいますが、改めて振り返ると、その内容

は二の次になっていたのかと、感じます。 

しかしながら一年間業務を無事遂行できました。有難うございました。 


