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点鐘・会長挨拶

飯田正行会長
みなさんこんにちは。お陰様で２ヶ月が過ぎ、新しいメンバー
も入会していただき、大きな事業もいくつか為し遂げた充実感と
６分の１が終わったとちょっと安心しております。本来なら今月
の職業奉仕について話すのですが、塚越委員長にお譲りし、今日
は先週末にまつりつくばが開催され、そこに当クラブとしては
ダン魂の入賞者６チームがメインステージで31日にパフォーマ
ンスを披露していただき、観客・出演者それぞれが喜んでいただ
いたと石井委員長、石井直前委員長から聞いております。また来

年もということで、教育委員会も全面的に協力していただけるという確約もいただいておりますので、
30周年に向けて大々的にダン魂が開催できますようにお願いします。また、ローターアクトの皆さん
も31日にテントでクレープと飲み物を販売し、広島の豪雨災害の募金もしていただき、打ち上げと併
せて茨城新聞社に届けていただきました。まつりつくばにロータリーとして参加して、色んな方々がそ
れぞれの立場でまつりつくばに関わっていたと思います。ロータリーとしての奉仕を考えると、まつり
は究極の奉仕の様な気がします。それぞれが楽しみながら、色んな方を楽しませている両方とも楽しい
というのはなかなか無いと思います。まつりはやっている側も大変ですが嫌々やっている人は居ないと
思いますので、好きな人がやりたいことをやり、見ている人が喜ぶという両方が喜べる活動は、それこ
そ本当の奉仕なのではないか、みんながそれぞれできる立場でできることをやりまつりが出来上がる、
やはりロータリーも奉仕と言うことを考えると、そのように無理のない色んな人が協力し合える、やる
側も受ける側も幸せになれる、その様なことを考えながらこれからの奉仕を考えていけばいいのかなと
まつりに参加しながら感じました。来年は30周年ですので、そ
の様な企画が生まれてくればと考えておりますので、皆様もその
様な楽しく有意義な奉仕活動があればご提案いただければと存じ
ます。簡単ですが、今月のご挨拶とさせていただきます。
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新入会員紹介
赤荻秀康会員（株式会社アカオギ）
新入会員の赤荻でございます。たくさんの先輩方がいる中で強
引にと言ったら語弊がありますが、自然な流れで入会させて戴く
運びとなりました。管工事業を営んでおります。今後ともよろし
くどうぞお願い申し上げます。

幹事報告

大堀健二幹事

みなさんこんにちは。第３回理事会の報告をしたいと思います。
第１号議案として10月プログラムの件があり、２日にガバナー
公式訪問がございます。みなさん出席お願いします。９日は米山
月間の卓話、16日招待卓話で西武筑波店さんから紳士服担当者
が着てくれ空きのお洒落を楽しむということで、ロータリアンも
お洒落になろうという卓話があります。24日金曜日になりますが、
第１回職場訪問を土木研究所にて開催します。金曜日になります
ので、お間違いの無いようにお願いします。24日の夜３クラブ
合同夜例会がございます。今回は秋の月見例会として懇親の時間を多くしようと言う事になっておりま
す。
第２号議案で、３クラブ合同例会の企画になりますのが、その様に懇親の時間を多く楽しむのですが、
その時に夜例会だとニコニコが貯まりにくくなるので、ご出席いただいた方みなさんに千円、会費とは
別にニコニコに入れていただくということを３クラブ合同例会から実施致します。メッセージ無しで
やっていただくのでよろしくお願いします。
今年のクリスマス例会ですが、例年はクリスマスイブの当たりでしたが、今年は12月13日の第２土
曜日にオークラさんで開催することになりました。今の内に予定を入れておいて下さい。
続きまして、納涼パーティの決算報告がありました。好評な例会だったと思います。
本日軽部委員長がお越しですが、ライラセミナーがつくばで開催されますので、お手伝いの方よろし
くお願いします。10月11日の午後１時〜３時までお願いします。
６号議案で、広島災害義援金の件で、広島の災害に対し2820地区のガバナーより地区として2710地
区に義援金を送ると言うことで、義援金はクラブの１会員500円を集めて100万弱を2710地区に送ろ
うと国際奉仕の災害義援金予算から出すことになります。
続きまして７号議案で、広報活動としてラヂオつくばさんの方でコマーシャルタイムを設けます。週
に１階木曜日にクラブの案内や大きい祭事がある時には委員長さんに出演していただき、お話しをして
いただく時間もあります。
続きまして８号議案で指名委員会のメンバー選出が検討されました。指名委員会は直々前会長、直前
会長・幹事、当年度会長・幹事、次年度会長・幹事の７名ですが、直前幹事の鯨井さんが退会した為、
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６名になってしまい、議案に多数決がならない場合がありますので、直々前幹事の大里会員に指名委員
会に入っていただくという承認がされました。以上で理事会報告を終わりにします。
ガバナー公式訪問ですが、各委員長さん入会３年未満の方は義務出席になりますので、夕方まで出席
いただく益すようお願いします。

RYLA について

軽部守彦青少年並びにライラ委員長
みなさんこんにちは。昨年度から青少年並びにライラ委員長を
仰せつかっている軽部と申します。よろしくお願いします。皆様
のテーブルに今年度のRYLAの案内文がありますのでそちらをご
覧いただき体と思います。第１回の締切を8月31日で締め切った
のですが、若干空きがありますので、参加資格が14歳から30歳
となっていますので、参加していただければと存じます。
去年のRYLAの報告を見ていただきたいと思います。昨年は
34回で、今年は35回の記念大会となります。指導者要請プログ

ラムRYLAです。10月の19日20日の一泊二日で古河市のネーブルパークで行われました。テーマは
昨年の地区テーマの新しい奉仕活動に挑戦からとり「挑戦」と致しました。参加者は一般青少年が21
人、米山・ローターアクト・高校生で全員で97名の参加といただきました。１日目はセレモニーがあり、
開講式があり、その後オリエンテーションがありました。会長さんには開講式でご挨拶いただきますの
でよろしくお願いします。昨年度からオリエンテーリングを行うことになりました。園内にチェックポ
イントがあり、グループ毎に５カ所廻っていただき、速さと正確さを競います。チェックポイントには
ライラに関する質問が10問出題されています。チェックポイントに警備として１カ所に２名ずつ配置
願います。事務局にライラの警備マップを送っております。危険と思われる６カ所ございます。13時
〜16時の間のご協力お願いします。
私の父もロータリアンで私も嫌々ながら行かされたのですが、ライラで大変感銘を受け、それで今ロー
タリアンになって委員長までさせていただいております。是非とも皆様のご参加とご協力を申し上げ本
日のお話しとさせていただきます。
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塚越俊祐委員長
みなさんこんにちは。10分位職業奉仕について、私も勉強し
てきましたので、お話しします。本来ならパワーポイント等でや
ればいいのでしょうが、自分で詠んだだけですので、資料は作成
していないので、本日お話しする内容は３月と８月に研修があっ
たので、そこで聞いたことをお話しし、昨年のガバナーが寄稿し
ていた職業奉仕月間によせてを棒読みさせていただきます。
まず8月の研修会では2012-13年度の田中作治RI会長に職業
奉仕についてご説明いただきました。その内容は、職業奉仕は

2012年のロータリーの友に掲載されていた「私は奉仕を通じて平和という概念に難しい哲学はないと
思っております。私は哲学者ではありません。一塊のビジネスマンです。ただビジネスマンとしての永
年の経験から私は事業を成功させる為には、顧客の満足を追及する以外にないという結論に達しました。
顧客に喜んでもらえれば事業も成長します。そうすれば私自身も幸せになれる。しかしそれは事業を成
功しているからだけではなく、人を幸せにすることができたという認識があるからです。─中略─ロー
タリーのビジネスは利益の追求ではなく、平和の追求です。ですから私たちにとっての奉仕はお金を手
に入れることではなく、自分の努力によってよりよい平和な世界を見届けることにあります」と書いて
あります。田中RI会長が職業奉仕に付いて行っている中で、顧客満足の追及こそが成功への道であると
言っておるので、ロータリーの金看板でしょうということを伝えて下さいと言われました。
職業奉仕で大切な物というのは、「ロータリーとは他人に対する思いやりと他人の為に尽くすことで
ある。ロータリアンは地域社会をより良くする努力を通して他人の為に奉仕し、ビジネスと専門職業生
活における道徳的水準を高め、各国の人々の間に知識と理解の架け橋を築いて、世界平和の大儀を推進
することを目的とする」ということです。これがロータリーの目的で、職業奉仕の中心として残ってい
るのは、フランク・コリンズが「頂芽の奉仕」という言葉を残しています。それとシェルタン・ハクシ
の「最も多く奉仕する物は最も多く報いられる」これが職業奉仕の中での金字塔になっています。皆
さんが入会した時に貰っている４つのテストを46代RI会長のハーバート・テイラーが提唱しています。
ロータリークラブにしか職業奉仕委員会はありません。他の団体にはありません。ポール・ハリスが最
初にロータリーを作った時に、信頼できる仲間と商売を始めたのが始まりです。その会合でメンバーの
家を回しだしたのが始まりです。その後シカゴロータリークラブができ、今日に続いています。職業奉
仕はロータリーの根管だという人もいます。職業奉仕はお金を貰うから奉仕ではないという人もいます。
でもそれは違います。奉仕とは個人が通常やっている職業が立派な職業奉仕であるということと、職業
奉仕委員会で10月に土木研究所に行きます。他の人の職業を勉強することによって、あるいは今問題
になっている防災の点とか土木研究所を選びました。10月24日にございますので、多くの方の参加を
お待ちしております
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木村英博会員

みなさんこんにちは。先月入会しました木村英博と申します。
アクサ生命保険株式会社で三井ビルの18階にあるオフィスに
2001年から勤めております。ロータリークラブにご縁をいただ
いたのは青年会議所の諸先輩方にお世話になり今回のご縁となり
ました。
私の座右の銘は「人間万事塞翁が馬」です。良いことも悪いこ
ともとらえ方次第でその後の将来も変わってくるということです。
回りの同級生が、ロータリーに入らせられてご愁傷様という人も
いますが、祖の人はチャンスを失っていると自分は思っており、何かのご縁があるからロータリーに参
加させていただいたり、色んな人と出会ったりそういう出会いが一生の宝になる様な一との出会いがこ
こであるかもしれないと信じて活動していこうと思っております。
私は宮城県出身で、学生の頃まで宮城県におりました。3・11の時は家も車もやられたぐらい海に近
い東松島市というところにいました。そこからつくばに縁があり来させていただきました。奉仕とか地
域貢献させていただいた岐路というか人生の分岐点がありました。1997年に癌になり記念病院の検診
の時に肉腫という癌が見つかり、柏のがんセンターに紹介状を書かれ、左足の癌だったのですが，足を
切断すると言われました。最悪だと思って病室に帰ると、病室が４人部屋だったのですが、他の3人の
癌患者が「何処の癌だ？」と聞かれ、足の癌で足を切断すると言われてきましたと、最悪のつもりで言っ
たら、兄ちゃんラッキーだな！生きられるんだと言われ、その時に来て生きるからには社会に貢献した
りご奉仕したり役立つことをする為に生かされるんだから命を大切にしなさいと病院で言われ、結果足
を切断しなくて済みました。ラッキーだと思って地域貢献する所がないとも思って青年会議所の門を叩
きました。その繋がりがあり人生のテーマを「お役立ち」と決め、仕事も保険業をやっております。お
父ちゃんの生き方は格好良いと子供に言ってもらえるような人間になっていきたいと思ってこのロータ
リーでも自分を磨いていきたいと思います。皆さんどうぞよろしくお願いします。

まつりつくば2014にダン魂入賞者出演
8月31日㈰まつりつくば2014に、第２回つくばダン魂の入賞者が６組が出演しました。
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9月4日 会場スナップ
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9月4日㈭ ニコニコBOX

古本朝彦副SAA

本日は、8名のニコニコでした。ご協力いただきありがとうございました。

本日の合計

¥16,000.-

本年度累計

¥289,000.-

阿 部 哲 次

食事のみにて退席いたします。増山さん、前島さん出席率の報告宜しくお願いいたします。

飯 田 正 行

軽部ライラ委員長、ご来訪ありがとうございます。当クラブで出来ますご協力はさせ
て頂きます。ライラのご成功をお祈りします。
赤荻君、無理やりのご入会ありがとうございます。

岡 田 哲 也

赤荻君、もっと時間に余裕を持って来るようにしてね!

内 田 智 宏

先週は私の拙い卓話を、ご清聴いただきありがとうございました。今後ともよろしく
お願いします。

浦 里 浩 司

軽部ライラ委員長様、ようこそつくば学園ロータリークラブへ！ 喜んでご協力いたし
ます。

鬼 沢 一 彦

親睦委員長の鬼沢です。飯田年度の新入会員の皆様、入会おめでとうございます。
新入会員さまは、自動的に親睦委員会に所属となります。12月13日（土）のクリス
マスパーティーではご活躍していただきます。よろしくお願いします。

木 村 英 博

入会者スピーチをご清聴いただきましてありがとうございます。感謝申し上げます。

地区青少年並び
にライラ委員長

軽 部 守 彦

10月11〜13日の第35回ライラが、当地「筑波ふれあいの里」で行われます。ご協力
をよろしくお願いします。

プログラム予告

• 9月 • 10月 • 地区関係 • ローターアクト
■

11日㈭ 例会

青少年奉仕月間に因んで

18日㈭ 休会

20日に振替の為

20日㈯ 移動例会

第17回

土浦薪能

9

月

■

石井一委員長

鑑賞

12:30〜
17:30〜

17時東雲集合
懇親会「大型屋」
25日㈭ 例会

招待卓話

つくば学園RAC前会長

キム・アヒョン様

12:30〜

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。ぜひご活用下さい。
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9月4日㈭ 出席報告

篠崎忠志副SAA

本日のお客様
地区青少年並びにライラ委員長

軽部守彦様（下妻RC）

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

70名 49名 21名

内無断
欠席数

出席
免除

メイク
ゲスト

出席率

0名

4名

1名

73.52％

※出席率は暫定値

4つのテスト
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

友好クラブ
京都山城ロータリークラブ
（第 2650 地区）

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
E-mail : gakuenrc@46gama.com
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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/

