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It is the 27th year since 1986

１０月４日（木） 例会報告
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会長挨拶
中山 正巳 会長
今年度も4分の1、第1クォーターが終わり取り敢えず一安心しています。
ここのところ気になっていることが尖閣をめぐる中国との摩擦です。私のグ
ループでも上海に研修旅行に行く計画を立てていましたが、この状況下では
残念ながらキャンセルとなってしまいました。早く事態が収束してくれれば
と思っています。
話は変わりますが、今年は旧暦(陰暦)でいうと新月が13回、つまり1年が１
３ヶ月となると閏年だそうです。陰暦では月の満ち欠けの周期が29.53日、これを1年12ヶ月とすると
354日となり太陽の周期365日よりも11日短くなってしまいます。そこで旧暦では３年に一度、1ヶ
月多くなるのだそうです。現在使われている太陽暦はグレゴリオ暦というそうですが、旧暦は明治５年
12月2日までで翌日より太陽暦を用い明治6年1月1日とすることになりました。これには明治政府の思
惑があったようで旧暦のままでは明治6年は閏年のため13ヶ月となり月給制に移行したばかりの官吏へ
の報酬を1年間に13回支給しなければならないが、政府の財政状況が逼迫していたことにより新暦を導
入してしまえば閏月はなくなり12ヶ月分の支給ですむということ。また、明治5年も12月が2日しかな
いので、11ヶ月分しか給料を支給せずに済ますことができるということだったそうです。うまいことを
考えたものだと感心しました。
ところで、10月7日は地区野球大会です。審判、タイムキーパーなどのお手伝いをぜひお願いします。

幹事報告
大里 喜彦 幹事
理事会報告
(1)11月プログラムが承認されました。
11月4日(日) ロータリーの森創りになりますので、11月8日(木)は
休会です。
(2)つくばシティRC、土浦中央RC 例会変更の案内がきています。
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職業奉仕月間に因んで
大野 治夫 職業奉仕委員長
今月が職業奉仕月間でしたので先月の朝日トンネル見学は前倒しで行いまし
た。おつかれさまでした。
7月に行われた職業奉仕研究会で永井パストガバナーは職業奉仕について、
(1)社会奉仕とは自分の会社をしっかり運営、税金を納めることにより社会に
奉仕することである、(2)企業としてコンプライアンスを守り金さえ儲かれば
いいというものではない、ということをお話しされました。また、そのとき
に職業奉仕に関するアンケートがありました。集計では、各クラブで職業奉
仕としてやってきたこととして、職場訪問・地元あるいは会員企業訪問、例会の中での4つのテスト唱
和、会員の職業奉仕に関する卓話・外部講師による卓話・講師派遣(小、中、高での職業に関する講演、
出前講座)などが多いようでした。12-13年度でどのような活動をしていくかについては、従来通り前
述のようなものが挙げられていました。

塚田 陽威 会員
先般見学した朝日トンネルについてお話しさせていただきます。
筑波には朝日峠、不動峠、風返峠、上曽峠があります。そこにトンネルを作
るという陳情を地元では長いことやっていました。当初は上曽峠に最初にト
ンネルを作る計画でした。大洗港に世界から集まる墓石の原石を真壁に運ぶ
という目的で15年前の県議会に上程されました。それが地元や合併の問題で
立ち消えてしまい、それで朝日トンネルの方が具体化しまた。このトンネル
は笠間、八郷、新治、筑波の首長たちが昭和50年頃から陳情していたもの
で、その中で中心的役割を果たしたのが新治郡選出の元県議会議員 故 飯岡章さんでした。
風返峠から青年の家を通る稜線林道を昭和40年に笠間営林署が木材運搬の目的で作りました。それに
よって周囲に色々なものができ、その道路を茨城県が払い下げ有料道路としていました。それらを見て
わかるように地域の発展は交通アクセスをどう作るかということです。新治村民が合併の時、相手先と
して希望していたのは つくば市 でした。それを現実的なものとするには笠間、八郷、新治のラインを
トンネルを掘り道路で結び、新治村の人口より多い人の流れを作り、さらに桜川に橋を架け、人の流れ
をつくば市に繋げるとの計画が創案された訳です。
このような経緯で実現したもので、私も計画当初よりずっと関わってきましたが来月12日に開通という
ことになり感無量の思いです。
このトンネルの効果により、私は八郷が茨城の軽井沢になる可能性を秘めていると思っています。皆さ
ん是非トンネルを通ってみてください。

新入会員入会式
鬼沢 一彦 会員
本日より入会させていただきました鬼沢です。
青年会議所を終了後何度かお誘いただきましたが、今回断るともう最後かと
いう思いもあって入会させていただくことにしました。父も当クラブに所属
していましたので、当時からご活躍の皆様もおりますし、本日初めてお目に
かかる皆様も沢山いらっしゃいます。どうぞよろしくお願いいたします。
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同好会情報
ボーリング同好会
つくば学園ロータリークラブボウリング同好会で、ボウリング教室を開催します。
つくばスポーレボウルで開催しておりますボウリング教室を、当同好会専用での開催の申し込みをしま
した。日程については全日程で５日間の下記の日程を予定しております。
ボウリングの歴史、基本的マナー、なぜカーブするのか？レーンのコンディションとは？
まず初歩から詳細に講義していただけます。
アベレージ180ＵＰを目指して！スポーツの秋！楽しく日頃の運動不足を解消しませんか？
＜内容＞
講師
花本正登プロJBPA公認Ａ級インストラクター （つくばスポーレボウル所属）
日程
第１回 １０月１１日（木） 19：30～
第２回 １０月１８日（木） 19：30～
第３回 １１月 １日（木） 19：30～
第４回 １１月 ８日（木） 19：30～
第５回 １１月１５日（木） 19：30～
場所
つくばスポーレボウル
参加費
1,500円／人 × 参加回数
全日程の参加が困難な方は、希望日の連絡をお願いします。
尚、６名以上の参加がない場合は、単独での開催が困難かもしれません。
家族ファミリーでの参加も歓迎です。
各教室は、講義開始から約40分間のフリー投球方式による練習の後、休憩を挟んで3ゲームを実践形式
にてご投球いただきます。 運動量の高い内容となりますので、動きやすい服装、お飲み物のご用意など
をされてからご参加くださいますことをお勧めいたします。

ワイン同好会
秋のワイン会を10月18日(木) 19:00から行います。今回はグレードアップ
して同じ生産者、同じ作り手が作った時の葡萄の違いと年代の違いがどうな
のかを比較しながら楽しくやりたいと思います。ご興味のある方是非ご参加
ください。

釣り同好会
釣り同好会では再来週北海道釣り遠征を行います。

野球同好会
ユニフォームができました。10月7日 頑張りましょう！
背番号は以下の通りです。
0 大野 治夫
9 中山 正巳
1 吉岡 昭文
10 川﨑 庄一
2 篠崎 忠志
11 矢島 定雄
3 馬目 圭造
12 大里 喜彦
4 阿部 哲次
13 岡本 武志
5 高野 勝
14 中野 勝
6 北島 睦男
15 高田 稔美
7 前島 正基
16 菅原 俊
8 佐藤 裕光
（敬称略）
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ガバナー公式訪問便り
随行者

下村 正 会員

10月4日(木)阿見RCへの公式訪問に随行してきました。
野堀ガバナー、数をこなしてきたせいか終始リラックスし
ているようです。逆に阿見RCの役員さんたちは緊張の面
持ちでした。

ロータリーの友より
ロータリーの友10月号につくば学園RCの記事が掲載
されました。
北条竜巻災害でのつくば学園RCのつくば青年会議所
への支援と北条地区復興支援における情報がロータ
リーアットワークで取り上げられたものです。同時に
京都山城RCの支援も掲載されています。
この件に関し、ガバナーより表彰状をいただきまし
た。

ロータリーの友 10月号 Ｐ㉑ より
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１０月４日 例会スナップ①
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１０月４日 例会スナップ②

９月あんたが大賞(ニコニコ大賞)
馬場

清康

倉持

武久

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。
先日、東京で心臓手術を受けました。その後
は、自宅療養してました。しかし、芸能人の杉
ちゃんが、もう復帰するとのニュースを知り、
私も焦って社会復帰することにしました。
「傷だらけの私の身体も！けっこうワイルドだ
ぜ～！」

10月奥様誕生・結婚祝
結婚祝い
4日
4日
5日
6日
6日
14日
15日
22日
23日
29日
29日

石川英昭♥桂子
菅原 俊♥浩子
石井 一♥早苗
東郷治久♥富紀子
沼尻真一♥恵里子
田口幸男♥葉子
浦里浩司♥晴美
篠崎忠志♥けい
中山正巳♥敬子
上野 修♥いゆ子
須藤宏達♥郁子

奥様誕生日
15日
19日
21日
30日
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小堀静江
磯山とし子
小城由美

様
様
様
様
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ニコニコＢＯＸ 10月4日
阿部 哲次

先日、野堀ガバナーの随行をさせて頂き、守谷・龍ヶ崎中央の合同例会に
出席させていただきました。守谷については、クラブメンバーが5名とい
うことで、クラブ運営が大変だなと感じ、改めて学園ロータリーに入会で
きた事が良かったなと感じました。

石井 一

記念日ケーキを、仲良く妻と食べさせて頂きます。

飯田 正行
石川 英昭

妻の誕生祝いありがとうございました。昨年の病気以来、頭のあがらない
夫としては、夜もディナーにエスコートしました。
結婚祝ありがとうございます。本日は、10月4日まさに記念日です。何回
目かな？数が多くなったので、計算しないとわからなくなりまして、家に
帰ってからゆっくりと計算します。

浦里 浩司

結婚祝ありがとうございます。

大里 喜彦

早く今月28日終らないかな！4年に一度たいへんだ～。

大野 治夫

本日は誕生日です。60歳になりました。朝方胸が「キュン」となり、メ
ディカルセンターに行った所、狭心症と診断されました。私は今後病人で
す。ですが、7日の地区野球大会は頑張ります。

鯨井 規功

先月は誕生日のお祝いをいただきまして、ありがとうございました。

小堀 恒雄

妻の誕生祝いありがとうございまた。

柴原 浩

仲秋となり、ロータリーも第2コーナーに入りました。
各種委員会の皆様頑張ろう。すべてが、チームワークです。

須藤 宏達

結婚記念日有難うございました。今、思い出しました。良かった！！

中山 正巳
つくばシティRC
市川 一隆

出席率報告

結婚記念日ありがとうございます。記念日を忘れてました。女房に感謝で
す。鬼沢さん入会おめでとうございます。楽しいロータリーを！
トンネル見学、大野委員長、塚田さん御世話になりました。
勉強になりました。
本日は御世話になりました。7日の地区野球大会お手伝いに伺います。ど
うぞよろしくお願いします。
本日の合計

67,056円

累計金額

476,100円

１０月４日（木） 例会

本日のお客様
つくばシティRC会長
市川 一隆 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

68名

56名

12名

2名

2名

1名

86.36％
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プログラム予告 １０月・地区関係・ローターアクト
10月11日(木) 10月第２例会
10月17日(水)
10月18日(木)
10月25日(木)
11月 4日(日)
11月 8日(木)

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～
つくば学園RAC10月第2例会 「ロータリークラブが求めるアクトについて」
鯨井会計つくば事務所 19:30～
10月第３例会 新入会員卓話「高田稔美会員」
会員誕生祝
オークラアネックス 12:30～
10月第４例会 調整中
11月移動例会 「ロータリーの森創り」
ゆかりの森
休会

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37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

スポーツに食欲の秋と同好会活動が活発になってきたようです。東
京オリンピックが開会したのも10月、開会式の10日は変わりやす
い秋の天気の中で晴れの特異日だったそうで（これにも諸説ありま
すが）、前日の大雨から一変、晴天になったそうです。不運にも
我々の地区野球大会の場合、前日までの晴天から一変、天気に見放
されました。ユニフォームを新調し、気合十分だったのですが残
念。準備してくださった方々、選手の皆様、お疲れ様でした。

野堀喜作ガバナー事務所
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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