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つくば学園ロータリークラブ
TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I.

It is the 27th year since 1986

９月６日（木）

例会報告
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会長挨拶
中山 正巳 会長
昨日男女共同参画の会議がありました。男女共同参画が進むに連れて晩婚化
が進んでいるような状況で、今、つくば市では29歳までの独身率が59%で
す。出産年齢も30代が中心になってきているような状況です。今朝ほどの
テレビでは女性の卵の数は生まれたときに決まっていて、それが今いくつあ
るのかを検査して出産計画を立てるというような内容の番組をやっていまし
た。男女共同参画とともに日本はこれでいいのかという気がしています。
もう一つ気になることとして、日本の根幹に関わる尖閣諸島の購入のことです。東京都知事に全国の愛
国者から14億9千万円の寄付があり、結局、昨日20億5千万円で国が買い取るとの報道がありました。
それに対して中国がどう出てくるのか、心配になってきています。私は日の丸を大事にする人間ですの
で野田総理には強気の姿勢で臨んでいただきたいと思っています。
ところで、今年度も12分の2が終わり会員が4名増えました。今年度は5名増で予算を組みましたが、
30周年時には80名を超えるクラブにできるきっかけになればと考えています。皆様のご協力お願いし
ます。また、本日は公式訪問で忙しい中、野堀ガバナーにも出席いただいてます。それに伴いクラブの
皆様には随行をお願いしていますが、他のクラブを見ていただくということでご協力お願いします。
今月はローターアクトの筑波山清掃登山があります。会報でも案内しましたがハイキング同好会でも参
加しようと考えてます。何年か前の清掃登山では毒キノコ事件がありましたが、今回はそんなことがな
いようにしたいと思います。
なお、本日のお客様 鬼沢さんはつくば青年会議所の後輩でして10月から入会していただけると期待し
ていますし、皆様の仲間として活躍してくれるメンバーだと確信しています。

幹事報告①
大里 喜彦 幹事
理事会報告
(1)10月プログラム 承認 (2)納涼会決算報告 承認 (3)クリスマスパー
ティー 12／24(土) ホテルオークラ
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幹事報告②
(4)国際奉仕WCS「この指とまれ」齋藤委員長に一任 (5)指名委員会メンバー 川﨑会員、下村会員、
中山会員、井田会員、小城会員、岡本会員、大里会員の7名選出 (6)10月7日 地区親善野球大会 現
在４チーム申込有 (7)第3回ライラセミナー 田口会員、菅原会員、井田会員が参加、RACから2名を
派遣 (8)新入会員研修会決算報告有 (9)地区大会中間報告 役割分担の件 式典：川﨑会員、記念事
業・接待：東郷会員、シティRC 市川会長、サンライズRC 鈴木会長、出版･大会記録： 佐藤会員、エク
スカーション：皆葉会員、晩餐会：中山会長 詳細は後日下村会員より (10)米山記念館秋季礼祭 9月
15日 (11)第6分区ゴルフ 現在9名参加、ガバナー輩出クラブですの都合のつく方の参加をお願いしま
す。(12)筑波大学留学生後援会 例年通り入会 (13)筑波大学留学生懇談会 10月17日 会長、幹事出席
予定 (14)ガバナー公式訪問随行員の方へのお願い、出席できない場合早めのご連絡お願いします。

新世代奉仕月間に因んで
新世代奉仕

大堀 健二 委員長

新世代奉仕研究会に出席してきましたのでその話からさせていただきます。
1つ目は、青少年交換プログラムの件です。派遣先はロータリークラブが指
定するロータリークラブがある世界各国となっております。参加を希望する
場合は今月末までに申し込みください。２つ目がライラの件です。今年のセ
ミナーは10月6(土)、7日(日)の二日間、五浦観光ホテル大観壮で行います。
次に地区の話ですがローターアクト県南エリア代表公式訪問があります。
9月22日(土･祝)、晴天の場合は筑波山清掃登山、雨天の場合はボーリング大会となります。
ローターアクトクラブの予算は昨年度の収入が約70万円でしたが、今年度は会費を徴収してやっていく
ということですのでぜひ皆様も例会に出席してニコニコでもあげていただけると助かります。
山崎パストガバナーの言葉を借りれば各ロータリアンは青少年の模範としての意識を持った活動が大事
であるとのことです。我々もそんな活動ができればと思っています。最後に野堀ガバナーのコメントを
紹介します。新世代奉仕はロータリアンに感動を与え、青少年の育成に貢献することはもちろんロータ
リーの偉効を築いて行く上で最も重要な奉仕である。

お客様 ご挨拶
常陸野産業(株)

鬼沢 一彦 様

鬼沢一彦と申します。
先週山水亭で行われた新入会員研修会に参加させていただきお目にかかった
方、青年会議所からの知り合いの方、また、父の時代からロータリアンとし
てご活躍の方もいらっしゃいます。本日は入会希望でまいりました。
私は筑波山の風返峠で常陸牛料理の「常陸野」というお店をやっています。
生まれ育ちは東京ですが、父が鉾田の出身で茨城で仕事を始めましたので大
学卒業後こちらに来て仕事をしています。そのとき、つくばの青年会議所に誘われ参加させていただき
ました。この度はガバナー始め皆様に声をかけていただき、この機会にということで参加させていただ
きました。皆様ご指導のほどよろしくお願いします。
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野堀ガバナー近況報告
野堀喜作ガバナー
お陰様で8回、10クラブの公式訪問が終わりました。やっと6分の1が終わ
り早く半分にならないかと思っています。皆様にも一緒に行っていただき心
よりお礼申し上げます。お月見例会も公式訪問終了後に無断出席で駆けつけ
ます。いろんなクラブがあって、自分たちのクラブの素晴らしさを実感して
います。今後クラブとして、こんなことをしたらいいんじゃないかというこ
とを皆さんと話ができそうです。そういう意味で、いい勉強させていただい
てます。忙しいとは言わず、ニコニコと頑張って行きたいと思いますのでよ
ろしくお願いします。

職業奉仕委員会から
大野 治夫

職業奉仕委員長

朝日トンネル見学の件、10月の開通予定になっていますが、先日、塚田会員の紹介で
土浦市役所の方と打ち合わせをしてきました。当日は東雲のバスを借りまして旧新治村
小野から入り、一旦、旧八郷町辻の方でバスを降りトンネルを歩いて渡る予定です。直
接行かれる方は旧新治村小野のトンネル入口に15時50分までに来てください。
トンネル見学後は移動例会「お月見例会」になりますので、東雲にお集まりください。
現在見学29名、お月見35名となっています。

９月６日 会場スナップ①

岡田 哲也 会員 入会式
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９月６日 会場スナップ②

本日は和食弁当です

８月あんたが大賞(ニコニコ大賞)
８月は少なかったので１本だけです。

矢島

定雄

昨日、人生初めての、ホールイ
ンワンがありました。保険は以
前にやめていたので、大祝いを
する事ができませんが、せめて
ニコニコBOXで気持ちだけでも
お祝いをしたいと思います。
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９月奥様誕生祝
９日
１４日
１５日
１７日

奥様誕生日
青山静代
様
１９日
塚越悦子
様
２０日
冨田由美子 様
２７日
布川鈴子
様
２９日

下山田英子
本多景子
飯田満里子
東郷富紀子

様
様
様
様

ニコニコＢＯＸ ９月６日
8月は例会が少なく、ニコニコも激減しました。9月は皆さんふるって、ニ
コニコをお願いいたします。
あれ？今日は会場が違いますね！
10月入会予定者の鬼沢君のことを宜しく御願いします。

飯田

正行

大里

喜彦

岡田

哲也

初ニコニコです！

下村

正

今日は食い逃げ！です。

塚越

俊祐

家内の誕生日プレゼントありがとうございます。家内の誕生日を思いださ
せて頂いて助かりました。

中山

正巳

鬼沢さん！いらっしゃい。

野堀

喜作

馬場

清康

古本

捷治

公式訪問のお手伝いありがとうございました。お蔭様で10クラブ終了致し
ましたが、まだ6分の１です。早く終ってほしいのが本音です。“早くこ
いこい！お正月”
この場所で、土曜日に行われたつくコンカップル、成婚第1号のお披露目
会。新婦さんの白無垢姿がとても素敵でした。もう一度自分も･････という
わけにはいきませんね。
しばらく来ていないので、誕生祝いの御礼遅くなりました。

宮武

孝之

仕事の都合でお先に失礼します。
本日の合計
累計金額

出席率報告
本日のお客様
常陸野産業(株)

49,000円
347,000円

９月６日（木） 例会

鬼沢 一彦 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

50名

17名

0名

2名

1名

78.46％
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ライラセミナーの案内①
ＲＯＴＡＲＹ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ ＤＩＳＴＲＩＣＴ ２８２０

Rotary Youth Leadership Awards
6(Sat)-7(Sun)，Ｏｃｔ，２０１２
国際ロータリー第２８２０地区 ２０１２－１３年度 ロータリー青少年指導者育成プログラム

参加のご案内
ライラとは

ライラセミナー実施要綱
日時：

平成２４年１０月６日(土) 9：30開講式～

場所：

五浦観光ホテル 大観荘

ＴＥＬ 0293-46-1111

茨城県北茨城市大津町722

FAX 0293-46-5748

１０月７日(日) 16：00修了まで

参加資格： 地区内のロータリークラブより推薦を受けた満１４歳以上
の男女及びロータリアンで、将来社会奉仕の中核的存在
となるもの。また、その指導を志すもの。
参加人数： 青少年：８０名

ロータリアン：２０名

参加費用： 青少年：１４，０００円

計：１００名

ロータリアン：１６，０００円

参加申込： 申込書に記載事項を記入し、コピーを各クラブに提出。
ライラ実行委員会に提出してください。
申込期限： 平成24年9月15日
申込先： 〒300-0032 土浦市湖北2-10-35
アール医療福祉専門学校
?：029-824-7611

Fax：029-823-5155

ロータリー青少年育成プログラム「RYLA」
(Rotary Youth Leadership Awards)は、14歳
から30歳までの青少年を対象とする集中研修
プログラムです。才能豊かな若者達がロータ
リアンの主催するセミナーワークショップに参
加し、２日間一緒に過ごしていただきます。
1971年に国際ロータリーによって採択された
RYLAプログラムは楽しみ、友人をつくりながら
専門職務上の責務と人間関係の問題につい
て討議し、指導力と伝達力を磨き、事業及び
社会の制度を学び、ロータリアンと知り合う機
会を若い人々に提供します。
新世代の会員にとってRYLAは、技能を磨き
同世代の仲間や人生の先輩達と共に、関連
性のある主題について探求する機会を提供し
ます。
また、ロータリアンにとってRYLAは、指導者
を育て、貴重な専門知識や技能を分かち合い、
世代間の溝を埋めるのに貢献できる機会を提
供するものです。

振込先： 筑波銀行 本店営業部 普通1205853
ライラ実行委員会 戸谷聡子(としこ)
ライライインカイ トヤトシコ

2012-2013 ＲＩテーマ 「奉仕を通じて 平和を」
第33回2820地区ライラテーマ

「震災からの復旧と私たちの夢」
～ウォルトディズニーから学ぶ日本の再生～
本年度は、2011.3.11の東日本大震災の翌年でもあり復旧作業も継続中の最中ではありますが、
タイミング良く岡倉天心の六角堂再建並びに茨城県推奨で震災復興支援展覧会、生誕110周年
記念ウォルト・ディズニー展が開催されております。正に今回のテーマでもあります。震災からの
復旧と私たちの夢を担う、よい経験と思い出を提供できればと思います。
ここに、RYLA(ロータリー青少年指導者養成プログラム)を開催することを宣言いたします。
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ライラセミナーの案内②
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プログラム予告 ９月・地区関係・ローターアクト
９月13日(木) ９月第２例会 新入会員卓話「岡田哲也会員」
オークラホテル
12:30～
９月20日(木) 移動例会
朝日トンネル見学+お月見例会
ホテルグランド東雲 15:10 集合
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」 つくばグランドホテル 9:30集合
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
ホテルグランド東雲 12:30～
10月 4日(木) 10月第１例会 会長挨拶、職業奉仕月間に因んで
奥様誕生・結婚祝他
ホテルグランド東雲 12:30～
10月11日(木) 10月第２例会 新入会員卓話「調整中」
米山月間に因んで
ホテルグランド東雲 12:30～
10月18日(木) 10月第３例会 新入会員卓話「高田稔美会員」
会員誕生祝
オークラホテル
12:30～
10月25日(木) 10月第４例会
調整中

つくばオールロータリアンＦａｃｅｂｏｏｋ同好会は、現在非公開グループとしてＦａｃｅｂｏｏｋ上に38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）

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

クラブ会報・広報委員長：中野 勝

Facebookをはじめて３ヶ月目になりますが、いまだに慣れませ
ん。タッチパネル式の画面操作がどうも苦手です。指が太いせいか
意図しないところを触ったり、知らぬ間にチョンチョンと２度叩い
ていたりとなかなか厄介です。先日も全く覚えのない方から友達承
認の通知が来てしまいした-_-; それに比べ皆さんこまめに話題を
投稿されて羨ましく思っています。少し見倣って情報収集に努め、
会報に生かしていければと思いっています。

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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