
 

 

井田充夫会長 挨拶 
７月から新たな年度がスタートし、あっという間に一ヶ月が過

ぎました。第一例会が年度方針の話、青柳ガバナー補佐の来

訪、２週目には、つくばサンライズ、シティの会長・幹事の訪問

そして、３回目にガバナーの公式訪問という大きな行事を終

え、慌ただしく過ぎて行きました。２８２０地区長谷川ガバナー

のテーマである「新しい奉仕活動への挑戦」にこれから取り

組んで参ります。ガバナー公式訪問の時にお伝えしましたが、

野堀パストガバナーから、お褒めの言葉を頂きました奉仕活

動の新しい挑戦を実行していきたい、と考えております。クラブ奉仕、例会、親睦等ありますが、そ

れとともに外に向けた活動、従来からのゆかりの森の創生事業、つくばマラソンの給水所、豊里中

学校のワークサミット、ローターアクト、米山奨学生の受け入れ等。これらの活動をしっかり継続して

いきます。そして新しく今年から「未来の夢計画」がスタートします。その企画として石井健三さん

から提案のありました、中学生のダンス大会の開催を予定しております。その他米山奨学生を受け

入れたということもあって、OBの方を集めて、懇親会を行いたいと思っております。３クラブ合同

にて進めていきたいと、考えております。クラブ創立30周年に向けて今年は３年計画のスタートの

年。今迄は青年会議所、ライオンズクラブとの交流が少なかったので、出来れば例会というかたち

で、交流の場を設けたいと、思っております。３クラブで市の企画をバックアップしながら、何か企画

を持ちたいとも思っております。運営方針として、強く元気で明るく、楽しいクラブ運営をしていき

たい、というクラブ目標を掲げております。４つの要素のうちの “元気で”ということばが意味す

ることについて、お話をさせて頂きます。年齢的に６０歳を超すと体力的に辛くなりますが、詩吟の
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 幹事報告 

先生をしていた亡き父が、８８歳の米寿の祝いの時に、家族全部が集まった席上、読んでくれたサ

ミエル・ウルマンの『青春の詩』を紹介し締めくくらせて頂きます。 
 
 

青  春 
サミエル・ウルマン 

青春とは人生のある期間を言うのではなく心の様相を言うのだ。優れた創造力、逞しき意志、炎
ゆる情熱、怯懦を却ける勇猛心、安易を振り捨てる冒険心，こう言う様相を青春と言うのだ。年
を重ねただけで人は老いない。理想を失う時に初めて老いがくる。歳月は皮膚のしわを増すが情
熱を失う時に精神はしぼむ。苦悶や、狐疑、不安、恐怖、失望、こう言うものこそ恰も長年月の
如く人を老いさせ、精気ある魂をも芥に帰せしめてしまう。年は七十であろうと十六であろう
と、その胸中に抱き得るものは何か。曰く「驚異えの愛慕心」空にひらめく星晨、その輝きにも
似たる事物や思想の対する欽迎、事に處する剛毅な挑戦、小児の如く求めて止まぬ探求心、人生
への歓喜と興味。 

 
  
 
 
大地より、神より、人より、美と喜悦、勇気と壮大、偉力と霊感を受ける限り人の若さは失われ
ない。これらの霊感が絶え、悲歎の白雪が人の心の奥までも蔽いつくし、皮肉の厚氷がこれを固
くとざすに至ればこの時にこそ人は全くに老いて神の憐れみを乞う他はなくなる。 

人は信念と共に若く 
人は自信と共に若く 
希望ある限り若く  

疑惑と共に老ゆる 
恐怖と共に老ゆる 
失望と共に老い朽ちる  

鯨井規功幹事 
本日は第一例会ということで理事会がございました。９月

のプログラムが承認されております。中山年度会計報告

と井田年度の予算の件こちらも承認を頂きました。長期交

換留学生受け入れの件では、10ヶ月間アメリカからカイル

さんの受け入れと、ホストファミリーをさせて頂きますの

で、ご協力お願い致します。筑波大学創立４０周年の件で

は、お祝い金を持参させて頂きます。ダンスつくばコンテ

ストの進捗状況を石井健三新世代奉仕委員長からご報告

（青春の詩に関する情報はネットで検索してみて下さい） 
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をいただきました。今年度の長期交換派遣学生の募集をします。本年度は３名の学生を募集させて

いただきます。候補の学生さんがいましたら、事務局の方までお問い合わせをお願い致します。８

月８日の家族納涼パーティーの、ご報告をさせていただきます。納涼会は現在８０名のご家族が登

録されておりますので、楽しみにして頂きたいと思います。地区の方からの連絡で、ロータリー希望

の風奨学金の現況報告を会員の皆様方にご紹介くださいとの事です。詳しくは、今月のロータリー

の友８月号にプログラム第２回目の現況報告が２６頁から２９頁に掲載されておりますので、ご一読

下さい。規定審議会からは、地区の方から変更がありましたが、新世代奉仕という名称が一般の方

には、理解しづらいということがあり、青少年奉仕に変更すること。規定審議会の方で変更の要請

が出ております。こちらは、クラブの臨時総会にて、皆様方のご承認を頂くことになりますのでお

願い致します。改めて10日前までに議案をご連絡させていただきます。例会変更の連絡がありま

す。多くは、お盆の間、例会を休会します。という内容です。シティロータリーからは、直前会長・幹事

慰労会の日程変更が届いています。第１２回ロータリー日韓親善会議に関して地区からの参加の要

請です。日韓親善会議に参加を希望される方を募りますというご案内が来ておおります。下館

ロータリークラブからネパール貧困奨学生親善記念事業協賛のお礼状が届いております。以上が

幹事報告です。 

  2012-13年度長期派遣留学生の紹介 

2012-13年度長期派遣留学生   大野 沙予 様 
この度は、長期青少年交換プログラムにおいて、派遣生という機会を与えて頂きましたこと本当

にありがとうございました。16歳でこのような貴重なプログラムに出会えて幸せに思っています。

８月17日からの派遣になるので、待ちどうしく楽しみに思っています。このプログラムに参加しよう

と思ったきっかけは、中学１年の時国際交流に興味を持ったからです。意見の異なる人と交流する

ということは、非常に興味深い経験だということを、学校の授業で感じたので、もっと沢山異文化
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交流を持とうと思い、このプログラムに参加しようとおもいました。派遣先に行けば、毎日が新し

い発見ばかりだろうなと思い、楽しみです。新しいものを沢山吸収するために、自分から得られる

ものは、できるだけ多く得てこようと思っています。そのような中で、言語の壁や文化の違いな

ど、大変なことが沢山あっても、その環境で、いろいろなことを乗り越えて自立した人間に成長す

るということも私の一つの目標です。何があってもこの経験は素晴らしいものになると思っており

ます。重ねて感謝したいと思います。微力ながらこれから先ロータリークラブにお役に立てること

が出来たら嬉しいと思っています。ありがとうございます。 

  会員増強について 

下村 正 会員増強委員長 
８月は会員増強月間です。長谷川ガバナーの所信

表明の中で、今年は会員増強に力を入れるという

ことをはっきりと言われていました。各クラブ純増１

名が目標です。現在当地区には58のクラブがあり

ます。会員総数は現在1983名で、６月30日時点では

皆様の頑張りのおかげで1991名（純増８名）です。

2820地区の会員数は１位は水戸RCで113名。２位は

水戸南のRC85名。３位が土浦南RCの79名。４位日立

RCと水戸西RCが同数で70名。６位は我つくば学園

RC67名。以下７位水戸東RC59名。８位土浦RC。学園

RCは３名増強するだけで４位と肩を並べることができます。一方、各クラブを人数の規模で見てみ

ますと、70名以上が5クラブで10％。60名以上のクラブはつくば学園のみ。50名以上が4クラブで

7％。40名以上が4クラブで7％。30名以上は17クラブの29％。20名以上は10クラブで17％。10名以

上は28％の割合になっています。会員増強の観点で見ますと、新しい人材、新しい血が入らないと

クラブは老化していきます。新しい人材によってクラブが活性化していくのです。つくば学園ロー

タリークラブの経緯ですが、昭和61年に30名でスタートし、4年目には44名、５年目には53名、６年

目には65名、順調に増えてきました。10年目に71名ついに70名を超えました。そして、16年目が

ピークで79名。その時の会長は塚田さんでした。17年、18年、19年と下がり続けて50名前後がしば

らく続いていましたが、野堀会長、中山幹事の年度で上昇しはじめ、現在は67名です。どのように

会員増強をしていくべきか、会員増強に繋げていくにはどうしたらいいか。皆様には会員拡大の為

に収集をぜひお願いします。JC会員からでも、一般会員でも、横の繋がりを使って、是非一人でも

二人でも声をかけてください。入会に結びつかないにしてもオリエンテーションに出ていただき、
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雰囲気を感じていただく。そうした行動が会員の増強につながります。新しい会員が入って活性化

していかなければ、本当に困ってしまいます。井田会長の大風呂敷を埋めるためにも、クラブ創立

30周年に向けて夢の100名が達成できるよう力をあわせてやっていきたい。皆様よろしくお願い

致します。 
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  つくば学園RAC ７月活動報告 

つくば学園RAC今年度幹事の伊藤永です。 

今年度も、どうぞよろしくお願いいたします。7月の活動報告をさせていただきます。 

 

冨田年度のスタートです。会長から本年度ターゲットと活動内容計画の発表があり

ました。 

● 今年度ターゲット「青年よ 大志を抱け」 

● 今年度方針「リーダーシップを身につける」 

● 今年度役員 会長 冨田修平 幹事 伊藤永 会計 中山康弘 

雨宮会長から冨田会長へ
のバトンタッチです。 

７月６日（水） ７月第一例会「キックオフ例会」 １９:３０～ ホテル東雲にて 

７月１７日（水） ７月第二例会「イニシエーションスピーチ（富山衛会員）」 

１９:３０～ホテル東雲にて 

７月から会員となった富山衛さんのスピーチです。つくば学園ロータリークラブ、

つくばシティロータリークラブ、つくばサンライズロータリークラブの各会長幹事

のみなさまにお越しいただき、会場は満員となりました。 

７月２８日（日） 

2820地区の会長・幹事会が行われ、つくば学園RACからは５名が参加しました。 

第2820地区ローターアクト 

  ターゲット「POWER GATE」 

  役員 会長 杉田純一（土浦南RAC） 

     幹事 安達宣明（笠間RAC） 会計 小 林一政（つくば学園RAC） 

★地区のHPが公開されました！ぜひご覧ください。 

http://2820ra.org/about.html 

杉田代表の挨拶  

「第一回会長・幹事会」９:３０～ 土浦市四中地区公民館にて 



 

 

  ８月１日(木)出席報告 

 

出席委員長代理の阿部会員 

会員数 出席数 欠席数 
内無断 
欠席数 

出席 
免除 

メイク 
ゲスト 出席率 

67名 48名 19名 0名 2名 1名 74.2% 

無断欠席ゼロ、出席率向上を目指して 
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8月第一例会 「リーダーシップを身につけよう」19:30～ホテル東雲 

       （招待卓話 講師 株式会社家族 富島純一様） 

       登録料 1000円（懇親会費別） 

       ＊21:30より、駅周辺の居酒屋で懇親会を企画しております。 

登録締め切り 8月5日（月） 

８月６日（火） 

移動例会 まつりつくば出店 

飲料と焼き物（おつまみ）の屋台を出店予定です。ぜひ遊びに来てください！ 

登録及び問い合わせ先 gakuen.rac2012@gmail.com （幹事 伊藤） 

８月２５日（日） 

8月の予定（8月より、例会日が第一・第三火曜日に変更されました） 

  ７月のあんたが大賞（ニコニコ大賞）  

車を買い替えました。古い車の金庫の中にあったお金です。 

大野 治夫 会員   

5日  石川 桂子様 
7日  北島 昌子様 

15日  大木真由美様 
17日  細田 昌子様 

18日   大堀 優子様 

 ８月 奥様誕生祝 おめでとうございます。 

  つくば学園RAC ８月活動予定 
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石井 健三 
青少年奉仕として、このつくばから交換留学される、大野沙予さんの、アメリ
カでの意義ある勉強と経験を支援していきます。どうぞ人生の大きな宝にして
ください。 

中山 正巳 先週は、大変ご馳走になりました。また、よろしくお願いします。 

野堀 喜作 大野沙予さんの、ご支援よろしくお願いいたします。 

馬場 清康 
臨時のSAA役として、久しぶりに前の席に座りました。赤いタスキは、無いも
のの進行が気になり緊張しました。 

増田 忠則 皆勤賞を頂きました。久々に小学生のように喜んでおります。 

会員 

有志一同 

国府田杯ゴルフコンペ、沢山のご参加ありがとうございました。国府田さんの
ご子息から、ご芳志をいただきましたのでニコニコをします。 
PS.優勝カップが行方不明です！ 誰だっ！！ 

 ８月１日 （木） ニコニコＢＯＸ  

本日の合計 ￥22,700 － 

本年度累計 ￥233,631 － 

本日は6 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。             

 本日の御客様 

国際ロータリー第2820地区   

     2012-13年度長期交換派遣学生  大野 沙予 様 
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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 8月 9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  

編集後記 クラブ会報・広報委員長：篠崎忠志 

 

夏本番を迎えた8月。猛暑、ゲリラ豪雨など、自然の脅威

にさらされて、改めて人間の無力さを思い知らされます。

せめてお盆の期間中は穏やかな気候で迎えさせて下さ

い。と願うばかりです。 

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/ 

8月  8日(木) 移動例会 井田年度 納涼会 デサ・ジルポトレつくば 19：00 
8月10日(土) 地区クラブ奉仕研究会 水戸三の丸ホテル 10：00 
8月15日(木) 休会  「定款細則第６条第１節」により 
8月22日(木) 例会 クラブ総会・2012-2013年度 決算・監査報告 
         ・2013-2014年度 予算案について 
 新入会員卓話 ※会員誕生祝  12：30 
8月29日(木) 移動例会  新入会員卓話 ホテルグランド東雲 12：30 
9月  5日(木)  例会 ・会長挨拶・新世代奉仕月間に因んで「石井(健)委員長」 
 奥様誕生・結婚祝・8月ニコニコ大賞   12：30 
9月  5日(木)  第3回理事会 理事・役員、親睦委員長、P委員長   11：00 
9月12日(木)  移動例会 親睦夜例会（検討中） 
9月19日(木)  例会・職業奉仕月間に因んで「浦里委員長」 会員誕生祝   12：30 
9月26日(木)  例会・招待卓話 筑波大学 学長 永田恭介氏(名誉会員)   12：30 
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