
 

 

井田 充夫 会長 
みなさんこんにちは。9月の第一例会ですので会長挨

拶をさせて頂きます。本日は何回かお話しさせて頂い

ておりますが、ガバナー公式訪問の時にも表明させて

頂いた「会長方針」について、改めて概略をご説明申し

上げます。 

■ 会長方針 

RIテーマ『ロータリーを実践し、みんなに豊かな人生を』

と、地区テーマ『新しい奉仕活動への挑戦』を基に、今

年度は「強く、元気で、明るく、楽しいクラブ」を目指し、

クラブのテーマを『奉仕からの満足』にしました。 

 親睦 ： お互いの殻を破り、心の付き合いをする。 

 奉仕 ： 出来る限りの参加と新しい企画を立案し、積極的に挑戦する。 

 満足 ： 利他（世の為、人の為）の追及で豊かな人生を実現する。 

を行動の指針にして参ります。 

■ 運営目標 

「強く、元気で、明るく、楽しい」クラブ造りを目標として、会員増強、例会の充実、 

満足を求める奉仕活動の実現に向け取り組んで行きます。 

 

私自身日々勉強をしながら、ロータリークラブの会長として30周年に向けての最初の３

カ年計画のスタートの年ということで、いろいろな奉仕活動、親睦活動を通して、皆様に

喜んで頂けるように頑張っていきますので、皆さんもよろしくお願い致します。 
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 9月5日（木） 例会報告 

点鐘と会長挨拶  
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鯨井 規功 幹事 

理事会報告をさせて頂きます。10月のプログラムと

親睦夜例会、12/24のクリスマスパーティ等の企画を

報告しました。また先日行われました直前会長幹事慰

労会・納涼パーティーの決算を承認しました。第一回

職場訪問の件は10/28（月）陽子線研究センターを予

定しております。19回地区親睦野球大会、指名委員会

メンバー７名の選出、2013～2014年度長期派遣学生

として茗渓学園の大貫さんを推薦した件を報告しました。職業奉仕委員会の企画として

豊里中学校にてワークフォーラムを開催します。つくば学園RCより、12名の講師を選出、

当日スタッフとして派遣します。小学校のマナーアップキャンペーンについては継続して

審議します。他団体（ボランティア団体・ライオンズクラブ・青年会議所等）との交流を進め

て参ります。その他第一回地区会長幹事会報告、平成25年度筑波大学留学生後援会入

会の件、コリアフェスタの講演依頼、韓国の方々との交流事業、交換留学生カイルさんの

ホームステイ先募集、等を報告しました。幹事報告としては、かすみがうらロータリークラ

ブ様の例会変更の件。RIよりロータリー囲碁同好会から第12回ロータリー全国囲碁大会

（11/2開催）参加募集のお知らせがありました。 

理事会及び幹事報告  

石井 健三 青少年奉仕委員長 

今年度の「未来の夢計画」の補助金事業で、「第1回

中学生ストリートダンスコンテスト“ダン魂
タマ

”」が、つく

ば学園RCの主催で11月17日（日）に「つくばイーアス

ショッピングモール」の中央広場で開催されます。20

グループ団体100名以上の中学生が参加する予定

です。つくば市および、つくば市教育委員会の後援

青少年月間に因んで 



 

 

もいただきました。当日には、岡田副市長の挨拶も予定されています。華々しい、第一回

ダンスコンテストとなります。本日は企画、運営をサポートして頂く「GRANDSOUL」代表の

河合正博様に来ていただき、今回のイベントの概要をお話しいただきます。会員の皆さん

のお子さんが通われている中学校にぜひご紹介いただき、このイベントを大いに盛り上

げて行きましょう。  

Page 3 

2013-14 Vol. 09 TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

第1回中学生ストリートダンスコンテスト『ダン魂』  

「GRANDSOUL」 代表 河合 正博 様 
  

ストリートダンス、というくくりの中には、多く

のジャンルがあります。ヒップホップ・ブレイ

クダンス・ホップ・ロック・ハウス・リバップ…。ス

トリートダンスはまだ歴史の浅いダンスです。

道ばたで踊ることから、この名前がつけられ

ました。つくば市は、全国的に見てもストリー

トダンスの盛んな地域だと思っております。

1997年から年３回開催している北関東最大のダンスコンテスト「グランドソウル」

を始め。2008年には、日本最古のキッズダンスコンテストを開催しております。全

国からエントリーが集中するほどのダンスコンテストとなっております。ダンスス

クールも当社を含め、個人で開講されている方も多くいらっしゃいます。そうし

た活動の中で、つくば、茨城出身のダンサーの活躍も目覚ましく全国大会・世界

大会で優勝するダンサーもいらっしゃいます。TVでもつくば出身のダンサーが

多く活躍されています。ストリートダンスは、まだ決まった地域に根付いていな

いので、つくばに根付くオリジナル文化として、ねぶたや、よさこいに、ひけを取

らないような文化として、定着させることが出来るのではないかと思っており

ます。11/17に開催されるダン魂を機に、地域に根ざしたつくばの新しい文化とし

て、認知していただけるよう少しずつ進歩していければと思っております。ダン

魂開催にあたり、ロータリークラブの井野会員が、ダンス教室に通われて、スト

リートダンスを体験されました。これについては別の機会に報告させて頂きます。 

タマ 



 

 

大野治夫 野球同好会 会長 

10月13日の地区親睦野球大会に向けて練習を行います。 

奮ってご参加ください。 

練習日 ： 9月21日 ・ 28日（土） 豊里大崎公園にて  

時 間 ： 14 ： 30 ～ 17 ： 00 

同好会からのお知らせ 
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5日 鬼沢有紀子 様 

9日 青山 静代 様 

14日 塚越 悦子 様 

15日 冨田由美子 様 

17日 布川 鈴子 様 

20日 本多 景子 様 

27日 飯田満里子 様 

29日 東郷富紀子 様 

  9月 奥様誕生祝 おめでとうございます。 

  8月のあんたが大賞（ニコニコ大賞）  
7月下旬から約１ヶ月間休業して、山水亭の厨房の大改装を行いました。施工は矢島エジソンさんにお願いしました。

仕事は完璧で改めてエジソンさんの技術力の高さを再認識しました。皆さん工事は矢島エジソンさんがお勧めです。 

東郷 治久 会員 
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阿部 哲次 
娘が、交際相手から求婚されたそうです。私には、直接言われませんでしたが、妻から言わ

れました。父親としては、別に結婚はせずともいいのではないか、という気持ちで・・・・・ 

井田 充夫 
井田年度も2ヶ月がたち3回目の理事会も無事終了。 

しっかり、親睦・奉仕活動を実施して行きますので、参加・協力を宜しくお願い致します。 

石井  一 先日は、生まれて初めて、ニアピン賞を3ホール取りました。結果は、ブービーメーカーです。 

鬼沢 一彦 本日が家内の誕生日です。御祝いが届くそうで有難うございます。 

中山 正巳 
夏風邪と連日の雨降りで、今朝は朝寝坊をしてしまいました。何年振りでしょう? いつもは

用もないのに、朝の5時には目覚めている年代なのに！！不覚～(*_*; 

増山  栄 
午前中、胃カメラとエコー検診をして来ました。空っぽの自分の胃を眺めて、今日の例会の

弁当は何かな？等と思っていました。小さいけれどキレイな胃袋でした。 

先生ありがとう！ 

本日の合計 ￥22,000－ 

本年度累計 ￥303,631－ 

        ９月５日(木） ニコニコＢＯＸ  

  ９月５日(木) 出席報告 

 

  ・GRAND SOUL    河合 正博 様  

本日の御客様 

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 53名 15名 2名 1名 81.81％ 

内無断 
欠席数 

0名 

出席委員長 馬目  圭造  会員 

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。 

SAA委員 皆葉 真治 会員 
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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 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 

日本中の国民が息を止めて見つめる。「・・・・・トーキョ」IOC会長

の声が届いた時、思わず「やったー！」こぶしを握ってしまいました。

2020年夏季オリンピック・パラリンピックの東京開催が決定した9月8日

の早朝でした。正に感動の瞬間でした。これから7年間オリンピック開

催に向け盛り上がる日本の勢いが、希望が生まれた日になりました。 

 一方で東日本大震災の復興についても被災地の皆さんに、そして世界

に約束した日でもあります。オリンピックがあるから・・・。東京に影

響がないから・・・。では済む問題ではないと思います。2020年7月

が、被災された方々と共に、少しでも喜んで迎えられる「五輪」になり

ます様に。 

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/ 

9月12日(木)  移動例会 親睦夜例会  
         カフェテラス  カメリア 19：00 

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  
         ホテルオークラ 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) 
          ホテルオークラ 12：30 
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