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TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I.

It is the 27th year since 1986

８月３０日（木） 例会報告
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点鐘と幹事報告
(1) １０月７日(日) 地区野球大会です。
(2) １０月６日(土)、７日(日) ＲＹＬＡ
があります。
野球大会と重なりますが、都合の付く
方、参加をお願いします。

点鐘

大里 喜彦 幹事

中山 正巳 会長

第６分区ガバナー補佐ご挨拶
第６分区ガバナー補佐

土浦南ＲＣ

稲本 修一 様

第6分区ガバナー補佐を仰せつかった稲本です。
第6分区では木曜日に例会を行うクラブが5クラブあり、そのうち3
クラブがガバナー公式訪問があったということで毎週木曜日にどこ
かのクラブにお邪魔しているような状況でした。そのためガバナー
輩出クラブであるにもかかわらず表敬訪問が遅れたことをお許しく
ださい。
今年度ガバナー補佐としてやらねばならない事業が幾つかあります。一つは分区ゴルフです。
本年は10月19日(金) 霞ヶ浦国際ＧＣにおいて開催します。88人分の予約をとっていますの
で、ガバナー輩出クラブとして沢山の方に参加いただきたいと思います。当日はチャリティー
ゴルフとさせていただき、被災地の学生を支援する希望の風プロジェクトに寄付をします。二
つめがＩＭです。2月24日(日)に行うということで、現在講演者と交渉中です。三つめがＧＳ
Ｅです。GSEが今年度で最後のプログラムということで、当分区で受け入れるということに
なっていますので学園RCにはいろいろお世話になると思います。
あと10ヶ月、分区の発展のために役に立てればと思っていますので、よろしくお願いします。
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お客様ご挨拶
那須ＲＣ

笠原 智江 様

那須RCから参加させていただきました笠原と申します。前年度は
会長をしておりました。
つくばに来ましたのは、本日、茗渓学園高校の3年生の長男の三者
面談のためで、昨日より当ホテルに宿泊していました。そこで学園
RCの例会があるということを知りお邪魔させていただきました。
那須でも昨年の大地震では大きな被害を受け、現在、那須RCは会
員12名になってしまいましたが、小さいながら頑張っておりま
す。私自身は那須高原の御用邸のすぐそばでイタリアンレストラン「ジョイア・ミーア」を経
営しおります。例会は木曜日の12時30分からホテルエピナールでやっていますので、那須に
お出での際は是非いらしてください。本日はありがとうございます。

新入会員卓話
北島 睦男 会員
卓話とはすぐれた話を意味するようですが、本日は私がロータリー
クラブに入った経緯と今後の抱負についてお話いたします。
今年の1月に野堀ガバナーからお誘いがあり、そのとき会員名簿を
見せていただいたところ皆様方の肩書きに圧倒されました。当時、
私は高校教員を定年退職して3年、無職でしたので一旦お断りしよ
うとしました。暫くして島名地区の街づくりのための視察研修旅行
に4年先輩の石川理事長と参加していたところ、先輩より職業は関
係無いし、それがいやなら不動産賃貸管理という肩書きを作ればい
いと改めて誘われました。とはいっても、職業として不動産管理などやったこともなかったの
で戸惑っていましたが、その頃、息子が研究学園駅前で自社ビルを建築して不動産業を開業す
ることになっており、私がロータリークラブにはいるのを気遣ってくれたのか顧問という肩書
きをつけて名刺を作ってくれました。それで今、こうして名札の通り「不動産賃貸管理」と
なっているわけですが、実態はありません。しかしながら自社ビルも3日後に竣工式の予定
で、この肩書きもまんざら嘘ではないことになります。
こんな私がロータリークラブに入会させていただいたのは、名刺の肩書ができたからではあり
ません。先週、新入会員研修会でも学びましたが、ロータリーの目的として4つの項目があ
り、そのすべてに奉仕という言葉がありました。阪神・淡路大震災の時には在職中でしたが年
休をとって、ブルーシート200枚を調達し、軽トラックで神戸・三宮の公園まで運び被災者に
配布してきました。去年の東日本大震災の時には南相馬で津波で家を流され、また、原発の影
響で避難していた次男の同級生の一家5人に自分のアパートを提供し、一時使っていただいて
いました。先日の北条の竜巻の時には翌朝より出掛け、瓦礫処理の手伝いをしてきました。
これらの経験から感じることは、一人の力でできることは自ずと限界があるということです。
こういうものは組織の力でやらねば思うようにはいかないと痛切に感じていました。これまで
は個人でできることはやってまいりましたが、これからはロータリーに加えていただき皆様と
一緒にやって行きたいと思いますのでよろしくお願いします。
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連絡事項
ロータリーの友より

石井 健三 地区委員

ロータリーの友では、皆様のロータリー体験談、ロータリーモメントを募集してい
ますので是非投稿をお願いします。原稿は事務局の方までお送りください。

野球同好会より

下村 正 会員

ユニフォーム新調の動きが盛り上がっています。希望の方は声をかけてください。
声の大きい人はすぐレギュラーになれます。
10月7日(日)は地区野球大会です。皆様是非ご参加ください。

ハイキング同好会より

中山 正巳 会員

来る９月２２日(土・祝)に、我がクラブの提唱している、つくば学園ローターアクト含めた県南エリア
の代表公式訪問が開催されます。内容につきましては、筑波山清掃登山でありますので、今年度結成し
ました、ハイキング同好会も一緒に参加したくご案内いたします。若いローターアクターと一緒にボラ
ンティアと足慣らし、そして、日頃の運動不足の解消のため汗をかきませんか？
ハイキング同好会に参加申し込みをしていない方の参加も、奥様はじめファミリー参加も大歓迎。参加
につきましては、私もしくは事務局まで連絡をお願いいたします。もちろん無断出席も大歓迎です。
■場所
■時間

つくばグランドホテル駐車場
９：３０集合

つくば学園ＲＣハイキング同好会は 富士山登山 を目指して“ファイトー”でいきましょう！！

ニコニコＢＯＸ ８月30日 ①
石井 健三
大里 喜彦
鈴木 敏雄

高

野 勝

中山 正巳

稲本修一ガバナー補佐の御来訪ありがとうございます。第6分区の発展に
今後ともお力をいただきますようお願いします。
稲本がバナー補佐有難うございます。同級生の君山君ヤッホー！
先週末の、まつりつくば、ねぶたパレード、多くの皆様のお蔭で、無事運
行できました。又来年も頑張ろう！
先日は、野堀ガバナー年度、第2820地区会計・幹事会にて当社をご利用
いただきありがとうございました。
つくばの活性化と少子化対策等を目的に、つくば駅と研究学園駅で開催し
て来た「つくコン」において、カップルが誕生致しまして、9月1日に当ホ
テルにおいて、披露宴を行う事になりました。これからも続々カップルが
誕生出来るよう、北島さんともども頑張りましょう
稲本がバナー補佐、君山セクレタリー本日は来訪ありがとうございます。
つくば学園RCは、真面目に元気にクラブ運営をしておりますので安心して
ください。那須RCより、笠原様、来訪ありがとうございます。女性のいな
いクラブですが、歓迎いたします。いつでもいらしてください。
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ニコニコＢＯＸ ８月30日 ②
増

山 栄

下

村 正

稲本第6分区ガバナー補佐、君山分区セクレタリー、ご苦労様です。残暑
厳しい日々が続きますが、ロータリーにゴルフに精進下さい。今後とも宜
しくお願いします。
稲本がバナー補佐、学園RCを宜しくお願いします。
そして、先週の新入会員研修会には、沢山の参加を頂きありがとうござい
ました。また、よく聞いてください。今日18：19、北西から南東へほぼ
真上になりますが、国際宇宙ステーションがよく見えます。メガネを綺麗
にしてご覧下さい。

本日合計
累計金額

42,000円
298,000円

8月30日 会場スナップ
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つくば学園ＲＡＣからのご案内
国際ロータリー第2820地区
ローターアクト関係各位

ガバナー
新世代奉仕担当カウンセラー
新世代奉仕総括委員長
地区ローターアクト委員長
地区ローターアクト代表
つくば学園ローターアクトクラブ会長
土浦ローターアクトクラブ会長
土浦南ローターアクトクラブ会長

野堀
廣瀬
田所
山本
杉山
雨宮
勝山
杉田

喜作
昭雄
光政
一雅
吉彦
稔樹
裕樹
純一

国際ロータリー第2820地区ローターアクト2012-2013年度
【県南エリア代表公式訪問 (晴天時)】御案内
拝啓
時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
この度、「県南エリア代表公式訪問」を下記の通り開催する運びとなりました。
つきましては、ご多忙中誠に恐縮ではありますが、皆様お誘い合せの上ご参加賜りますようご案内申し上げま
す。
敬具
記
■日 時
平成24年9月22日（土･祝日） 登録開始／9：30
開会／10：00
終了予定／14：00
■開催場所
筑波山（茨城県つくば市筑波1 電話029-836-1111）
■集合場所
つくばグランドホテル駐車場（茨城県つくば市筑波1050-1 電話029-866-1111）
※つくばグランドホテル駐車場集合後、乗り合わせでつつじケ丘駐車場に向かいます。
■内 容
茨城県有数の観光名所である筑波山を知る。また、その観光名所を清掃・美化し、地域振興
に貢献する。また、日頃の運動不足を少しでも解消する。
■日程
9：30 集合（つくばグランドホテル）・登録開始
10：00 つつじヶ丘駐車場にて点鐘
10：15 清掃登山
10：30 清掃登山開始
12：00

■登録料
■登録先

■登録締切
■備考

昼食（ケーブルカー筑波山頂駅付近）

13：30 ロープウェイにて下山
14：00 終了予定
1,000円／1人
つくば学園ローターアクトクラブ 幹事 伊藤 永 宛
携 帯：090-6584-1445
携帯Mail：sakura11utamaru0817@c.vodafone.ne.jp
E-mail：gakuen.rac2012@gmail.com
平成24年9月8日（土）
当日は、登山に適した服装でのご参加をお願いします。
登山中の飲み物は５００mlを一人１本用意します。
それ以上に必要な方は、各自でご持参ください。

※雨天中止の場合
内容を『おもしろボウリング大会』として下記の通り実施します。
場所：つくばYOUワールド2F スポーレボウル
（茨城県つくば市下原370-1 電話029-839-5656）
日程：現地 9：00集合・登録開始、13：00解散予定
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出席率報告
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８月30日（木） 例会

本日のお客様
第６区
ガバナー補佐 土浦南RC 稲本 修一 様
セクレタリー 土浦南RC 君山 毅 様
那須RC

笠原 智江 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

66名

47名

17名

3名

2名

3名

78.12％

プログラム予告 ９月・地区関係・ローターアクト
９月 6日(木)

９月第１例会

会長挨拶、新世代奉仕月間にちなんで
奥様誕生・結婚祝他
９月13日(木) ９月第２例会 新入会員卓話(調整中)
９月20日(木) 移動例会
朝日トンネル見学+お月見例会
9月22日(土・祝) RAC県南エリア代表公式訪問「筑波山清掃登山」
９月27日(木) ９月第４例会 新入会員卓話「吉岡隆久会員」
会員誕生祝

編集後記

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

オークラホテル
12:30～
アネックス
12:30～
ホテルグランド東雲 15:10 集合
つくばグランドホテル 9:30集合
ホテルグランド東雲

12:30～

クラブ会報・広報委員長：中野 勝

例会終了後にガバナー公式訪問の随行員に対し、ガバナー挨拶時に
使うスライドの機器操作説明会がありました。そこで驚いたのは公
式訪問の日程です。1１月まではほぼ毎日のようにどこかのクラブ
を訪問することになっています。しかも茨城県全域を行ったり来た
りです。したがって、持ち込み機器は次に随行する人に手渡しでリ
レーしていくような状況です。随行される方々の訪問準備も大変で
しょうが、野堀ガバナー本当にお疲れ様です。

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

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

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

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
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ホームページもご覧下さい
http://www.46gama.com/

