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 ７月５日（木） 例会報告  

会 報 

つくば学園ロータリークラブ    
It is the 27th year since 1986 TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I.  
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つくばシティＲＣ会長幹事ご挨拶 / 国際親善奨学生ご挨拶 / 北条街づくり振興会から竜巻災害支援の御礼 /  

  つくば学園ＲＡＣ情報 / 7月奥様誕生・結婚祝 / ニコニコＢＯＸ その他   

点鐘する 下村 正 会長 

中山 正巳 会長 点鐘と会長就任挨拶 
つくば学園ロータリークラブ第27代会長に就任しました中山正巳です。 

まずは、下村直前会長・小城直前幹事、一年間ご苦労様でした。一年間のクラブ

運営と、その他例年以上の奉仕の事業、地区の事業であるPETS・DETS・地区

協議会と大変精力的な一年であったと同時に、期待の持てるロータリークラブ運

営であったと敬服いたします。 

2012－2013年はＲＩ会長を田中作治様、第2820地区ガバナーを当クラブの

野堀喜作様が努められます。ＲＩのテーマは『奉仕を通じて平和を』、地区の

テーマは『クラブからのスタート』であります。そして、今年の当クラブのテー

マは『楽しいロータリークラブの実践』とさせていただきました。地区の目標で

もある、強いクラブ、元気なクラブを実践のため四つの重点項目を掲げました。 

一つ目は、会員相互の親睦です。各個人の持っている趣味趣向を皆で楽しむこと

が、会員相互の理解を深めることとなり、親睦を深めることになると思います。

そのために同好会の再結成を親睦活動委員会にお願いしました。また、夏の納涼

会はファミリー参加型のビアパーティーとして懇親を深めていただきたいと思い

ます。例会においてもバランスを図りながら移動例会を計画いたします。 

二つ目には、会員の増強であります。ＲＩでは3年計画で、毎年３％ずつの拡大

を目標と定めております。我がクラブはかつて最大８０数名の会員数を有してお

りました。今年度のスタート会員数は、昨年純増５名の拡大で６６名スタートと

なりました。３年後のクラブの３０周年の節目の年には、最大勢力であった会員

数を上回れるような目標を描いて、会員拡大のための例会を開催して行きます。

それが地区のテーマ「クラブからのスタート」にもっともふさわしい事であると思います。 

三つ目に忘れてはいけないのが、奉仕です。職業奉仕・社会奉仕・新世代奉仕・国際奉仕と４人の委員

長に託し、今必要な、この先必要な効率のよい奉仕活動を行って行きたいと思っております。 

四つ目の目標として、野堀ガバナーを陰で、表で支えるのが輩出クラブの使命であります。地区への協

力体制は万全を期して野堀喜作を男とするためにクラブ全員で支援して行きたいと思います。 

『初心忘れるべからず』『一生感動・一生勉強』を旨に一年間会長職を務めさせていただきます。どう

ぞよろしくお願いいたします。  

 中山 正巳 会長就任挨拶 
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  大里 喜彦 幹事就任挨拶 

 大里 喜彦 幹事就任挨拶 
幹事を仰せつかりまた大里です。一年間一生懸命頑張っていきたいと思いますので

よろしくお願いいたします。 

昨年急遽、副幹事を仰せつかってから過去の何年間かより例会への出席率がよくな

りました。そんな出席率の低い私でしたので自己紹介も新入会員卓話もしたことが

ありません。改めて自己紹介からさせていただきます。 

横浜に生まれ育ち結婚するまでの27年間を過ごしました。25年前に結婚し、今年

53歳になります。古い方はご存知かもしれませんが15年前までは旧姓岩田を名

乗っておりました。お陰様で先月28日銀婚式を迎えました。仕事はコンクリートブ

ロック製造他生コンクリート等建設資材の販売をつくば市田中で行っています。つ

くばに来て大きな転機となったのがつくば青年会議所への入会です。1998年には理事長に就任し、ま

つりつくばにおいてねぷたパレードの運営に心血を注ぎました。青年会議所を卒業後に某RCに入会しま

したが性に合わなかったのか3年ほどで退会しました。その後先輩の半ば強制的な勧誘もあって当クラ

ブにお世話になっている次第です。そんな私ですがこの1年間は野堀ガバナー、中山会長のもと一生懸

命やっていきたいと思いますのでよろしくお願いします。 

幹事報告 

①８月プログラム：8/9(木) 家族納涼パーティー( カフェ ブレーメン つくば市赤塚)②正会員３

名の推薦を承認③残念ながら安藤会員除名④来年５月世界平和フォーラム広島への協力金の支

出⑤8/23(木) 新入会員研修(入会３年未満の会員、新入会員他を対象、場所未定)⑥ＧＳＥ派遣

団員募集⑦まつりつくば、いのちの電話土浦への協賛⑧ガバナー公式訪問への協力⑨8/30(木) 

第６分区稲本ガバナー補佐の例会訪問 

2012-13 Vol. 01 TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

  

 各委員会事業計画発表① 

第１クラブ奉仕   井田 充夫 委員長 
入会して８年とロータリーとしては経験不足ですが中山会長を支えるべく頑張って

行きますのでよろしくお願いします。 

①会長方針である強い、元気なクラブを作っていくため会員増強を積極的に行って

いきます。推薦会員、新入会員のフォローを行い育てていくことに務めます。 

②入会希望者に事前審査を行い将来のクラブライフに適しているかのチェックを行

います。 

③地域の特性を考慮して職業分類表の検討を行い、職種の補充につとめます。 

④京都山城RCと情報交換を積極的に行い双方の理解を深めていきます。また、年1回程度代表者が

訪問し交流を深めていきます。 

ロータリー情報   下村 正 委員長 
新入会員研修会を実施します。第１回目を8／23(木)に予定しています。また、会員

のIT化を進め、Facebook にてクラブの情報を発信していきます。ぜひ皆さん参加

してください。 
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 各委員会事業計画発表② 

  

2012-13 Vol. 01 TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

会員増強   川 﨑 庄 一 委員長 
年４回の会員増強例会を実施します。例会を使い会員一人一人に会員増強を意識さ

せ、今年度10名の増員を目標にします。既に３名が入会しましたので残り７名の増強

を目指します。 

皆様ご協力よろしくお願いします。 

 つくばシティＲＣ 会長幹事の訪問とご挨拶 
 

    市川 一隆 会長 
つくばシティＲＣの２０代目の会長を拝命した市川です。平素は大変お世話になっ

ております。 

つくばシティＲＣも本年２０周年を迎えます。その記念すべき年にＲＩ会長が同じ

ＴＸ沿線の八潮ＲＣの田中作治様、第２８２０地区ガバナーに野堀喜作様と大変メ

モリアルな時に会長をさせて頂き感謝しています。我々も野掘ガバナーを陰ながら

力添えをさせて頂きたいと思っています。逆に我々の方は２０周年の記念式典、懇

親会を来年５月に計画しておりますのでお力添えをいただければと思っています。よろしくお願いい

たします。 

 ※当クラブの鈴木敏雄会員は義父、つくばサンライズＲＣ会長の鈴木一雄様は義弟に当たります。 

    大堀 公司 幹事 
つくばシティＲＣ幹事を仰せつかりました大堀です。ＲＣに入会して３年目ですので

皆様のご指導をいただき１年間無事に勤めていきたいと思います。よろしくお願いい

たします。 

 ※当クラブの大堀健二会員は従兄弟に当たります。 

 

 国際親善奨学生挨拶 

  卯 城 大 様 
つくば学園ＲＣのご推薦で2011-2012年度の国際親善奨学

生として第1020地区のイギリス北部スコットランドにある

エジンバラに先週まで滞在しておりました。本来は8月まで滞

在することになっていましたが教員採用試験のため一時帰国

しました。向こうではエジンバラ大学大学院で英語教育につ

いて学んでいます。将来はこれを生かして英語教員として活

躍したいと思っています。ＲＣ活動としては派遣先で最低10

回のスピーチが課せられており各クラブを訪問して親善活動をしてきました。また、スコットランド

の様々な文化を学んできました。このような機会を与えて頂いた皆様には非常に感謝しております。

これからもご協力よろしくお願いいたします。 
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 北条街づくり振興会から竜巻災害支援の御礼         
  

2010-11 Vol. 45 
TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

  被害に遭われた宮本学会員より 
竜巻被害に際しましてはお見舞い励ましをいただきましてありがとうございまし

た。また先日、大木ガバナーより北条街づくり振興会に義援金を頂きまして振興

会会長の坂入にかわりまして皆様方に深く御礼申し上げます。 

被害翌日よりロータリーの皆様、青年会議所の皆様が来てくださり本当に助かり

ました。皆様の活動は街の人にも関心を持たれましたし、その活動に感謝してお

ります。街の方も急ピッチで復旧していますが商店街も高齢化や土地の問題もあ

り以前のように復活できるかはわかりません。それでも災害を契機として前向き

に街づくりに向かって行こうというメンバーもいますので皆様方にはこれからも

ご助言、ご協力をお願いいたします。どうもありがとうございました。 

2012-13 Vol. 01 TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

 つくば学園ＲＡＣ情報① 

   キックオフ例会 
7月4日（水）ホテルグランド東雲において、つくば学園RAC7月第一例会が開催れました。 

当日は、つくば学園RC 新世代奉仕委員長の大堀 健二様、つくばサンライズRC 会長の鈴木一雄様、

同ＲＣ国際奉仕委員長の雨宮淳様、オブザーバーとして枌宏充様、Masud Rana様が参加してくだ

さいました。 

本年度は、なんと全員が入会後一年未満での役員就任となりました。手探り状態ではありますが、素

晴らしい一年となるよう努力してまいります。 

 

 会長 雨 宮  稔 樹 / 幹事 伊 藤  永 / 会計 冨 田  修 平 
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 つくば学園ＲＡＣ情報② 

  

2012-13 Vol. 01 TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

   新入会員紹介 
7月より、新たに２名の会員を迎えました。 

  ●張 トウ 会員 

  ●中山 康弘 会員 

   7月第二例会のご案内 
日時：７月18日(水) 19：30 開会点鐘 

場所：ホテルグランド東雲 

内容：「ローターアクトクラブ理事セミナー」  講師はつくば学園ＲＣ 鯨 井  規 功  様です。 

登録料：1000円 

登録締切：７月17日(火) 

              皆様の登録をお待ちしております。 

   雨宮会長挨拶 
今年度のクラブターゲットは『再生、そして発展』です。  

つくば学園RACは人の出入りが多いこと、数年前に一度白紙に戻ったことも

あり、様々なことが失われていました。そこでクラブを再生し、さらに発展

させて次世代につないでいこうという思いでこのターゲットを掲げました。

また、「縦横の繋がりを強くする」というクラブ方針のもと、縦（RCさんや

OBOG,組織的なつながり）横（他クラブとの繋がり）を意識した活動を実践

していきます。 

  

 ７月５日開場スナップ 
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2010-11 Vol. 45 
TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

 7月奥様誕生・結婚祝 

 

2012-13 Vol. 01 TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

奥様誕生日 
  １日 柴原桂子  様 

  ４日 佐藤由紀子 様 

 １０日 鈴木きよ  様 

 １４日 古本邦枝  様 

 １９日 宮本恵美子 様 

 ２９日 藤川美也子 様 

 結婚祝い 
 ２８日 鯨井規功♥直子 様 

 ７月５日 ニコニコＢＯＸ ①  
  

飯田 正行 
市川会長、大堀幹事ご訪問ありがとうございます。野堀ガバナーと学園ク

ラブを1年間宜しくお願いします。 

井田 充夫 
初めて雛壇に座り緊張気味です。中山年度を補佐すべくがんばりますの

で、宜しくお願いします。 

上 野 修 
中山年度スタートですが、時代はヒックス粒子の発見で、次元の存在が証

明され、新しい時代のスタートでもありますね。 

大木 康毅 
野堀ガバナー、中山会長、大里幹事、1年間宜しくお願いします。楽しい

一年となりますように！ 

大里 喜彦 記念すべき第1回例会、改めて1年間宜しくお願いします。 

岡本 武志 
中山年度第1例会です。中山会長、大里幹事宜しくお願いします。新たな

役をいただきました。今年1年間楽しみましょう！ 

佐藤 裕光 中山丸、出航おめでとうございます。大里副船長期待しております。 

柴 原 浩 
新年度になり、気分一新今年も頑張りましょう。地区大会では御世話にな

ります。 

今年度の結婚のお祝いはホテルオークラ１階のパン屋さん

『モンファリーナ』の引換券です。 

月末締切りですが、必ず予約して引き換えてください。 

下 村 正 
第1日、理事会にもかかわらず、ややこしい審議を出してしまいました。

中山会長、大里幹事ごめんなさい。 

須藤 宏達 中山会長、大里幹事、新年度のスタートおめでとうございます。 

田口 幸男 
下村会長、大変ご苦労さまでした。責任が終ると老けますので、大いに気

をつけてください。中山会長ご苦労様です。若さで頑張ってください。 

塚田 陽威 
下村会長、小城幹事大変ご苦労様でした。中山会長、大里幹事宜しくお願

いします。 1年間頑張ってください。 

中山 正巳 

シティクラブ市川会長、大堀幹事、早々の訪問ありがとうございます。ク

ラブの皆様、頼りない会長かも知れませんが、後52週間宜しくお願いしま

す。下村直前幹事1年間ご苦労様でした。 
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 ７月７日 ニコニコＢＯＸ ② 

  

2010-11 Vol. 45 
TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

 ７月５日（木）例会 出席報告 

本日の合計 ￥１１４，０００－ 

本年度累計 ￥１１４，０００－ 

2011-12 Vol. 01 TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

 出席委員長 矢島 定雄 会員 

野堀 喜作 
中山会長、大里幹事クラブ会員の皆様、1年間大変御世話になります。も

お、5日間がすぎました？ 

古本 捷治 中山さん1年間よろしく。又、100%目指そうかな。 

増 山 栄 中山会長、大里幹事、そして会員の皆様、1年間宜しくお願いします。 

宮武 孝之 中山会長、大里幹事、1年間ご指導の程宜しくお願いします。 

つくばシティ 

会長 市川一隆 

幹事 大堀公司 

シティの会長市川と、幹事の大堀でございます。野堀ガバナー年度、1年

間ご指導の程よろしくお願い申し上げます。 

本日は20名のニコニコ

でした。 

  小城ＳＡＡ委員 

 

本日はここ数年無いくら

いの高出席率でした。 

無断出席でも歓迎です。

役員の方に食事をちょっ

と我慢していただいても

是非出席してください。

本年もこの出席率を維持

できるようよろしくお願

いします。 

本日のお客様 

 つくばシティＲＣ 会長 市川 一隆 様 

    〃     幹事 大堀 公司 様 

 2011-2012年度 

   国際親善奨学生   卯城  大 様 

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 

63名 48名 15名 0名 2名 3名 83.6％ 

東郷 治久 

中山年度がスタート致しました。どう言う訳か私に、SAAの大役が回って

参りました。事前に本人の了承を求めない、全く一方的な指名でしたが、

ロータリーの奉仕の精神で就任を承諾致しました。段上側に座るのも久し

振りです。チャンチャンコではありませんが、赤いタスキを照れずに肩に

かけて、1年間頑張って行きたいと思います。どうぞ宜しくお願い致しま

す。 

中 野 勝 中山会長、大里幹事1年間宜しくお願いします。 
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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/8月・地区関係・ローターアクト 

2010-11 Vol. 45 
TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

  7月12日(木) 19:00～21時 第2回移動例会  直前会長・幹事慰労会 

         「バックヤード・カフェ」（洞峰公園向かいのつくば市二の宮2-14-15） 

    7月19日(木) 12:30～ 第3回例会   ・サンライズRC 会長・幹事表敬訪問  

                   ・各委員会委員長事業計画発表 

                   ・新入会員卓話（調整中） 

                   ・会員誕生祝                             オークラホテル 

  7月26日(木）12:30～  第4回例会  ・各委員会事業計画発表 

                     ・新入会員卓話（調整中）         オークラホテル 

  8月2日(木） 12:30～ 第1回例会  オークラホテル 

  8月9日(木） 19:00～ 第2移動夜例会「夏の家族納涼パーティー」カフェ・ブレーメン 

         18:30～受付（ウェルカム・フラダンスショー）＊3人目から5千円徴収 

2012-13 Vol. 01 TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

つくばのロータリークラブＦａｃｅｂｏｏｋ同好会（つくばオールロータリアン）は、現在非公開グループとしてＦａｃｅｂｏｏｋ

上に35人のメンバーで情報を共有しています。 （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  

野堀喜作ガバナーエレクト事務所ホテルグランド東雲本館407号 

連絡先：  TEL         029-886-3582  FAX       029-886-3583 

          E-mail   12-13@ri2820.jp 

編集後記    クラブ会報・広報委員長：中野 勝 
 
 クラブ会報・広報委員長を石井前委員長から引き継ぎやっとの思

いで第1号を編集することができました。 

 本年度は新たなスタートをイメージしてグリーンを基調とした会

報にしてみました。石井会員はじめ前任者の方々のようにこまめな

編集はできそうにありませんが皆様方にご協力をいただき紙面を充

実させていきたいと思います。よろしくお願いします。 

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/ 


