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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

11月1日(木)例会・11月4日(日)移動例会報告
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会長点鐘と挨拶 11月1日(木)
中山 正巳 会長
本日のお客様 鶴田一郎様とは青少年相談員連絡協議会を通して古くからの知
り合いでございます。
先日、この青少年相談員連絡協議会の研修に齊藤会員と行って来ました。1日
目は東京都で設置している人権プラザというところで部落問題についてお話を
聞いてきました。場所は浅草ですのでロータリーで行って見るのもいいかなと
思いました。2日目は神奈川県にある精神科のせりがや病院というアルコール
依存症や薬物依存症専門の病院で話を聞いてきました。ハーブや麻酔薬の一種
の薬物を吸引し続けると脳神経に染み付き依存症に陥るそうです。今、イン
ターネットを通せばこういった禁止薬物と言われるものが数千円で誰でも買え
るそうで、世の中が便利になった反面、困ったものだと感じました。これらの薬物が禁止されると地下に潜って現
在販売されている価格の数倍の値段で取引されるようになるのではとうい話でした。そういった薬物に手を染めな
いような社会になって欲しいと思っていますし、機会があれば薬物絶対ダメ運動に協力していきたいと思います。

幹事報告 11月1日(木)
大里 喜彦 会員
野堀ガバナーから2020年東京オリンピック招致のバッジと小
冊子が届いています。皆様、ぜひご協力お願いします。
理事会報告
①12月プログラム決定しました。
12月24日はクリスマスパーティーとなります。
②7～9月の決算報告がありました。
③11月4日のロータリーの森創りの協力をお願いします。
④地区大会役割分担について11月29日例会で全体会議をします。
⑤11月25日(日)つくばマラソンのエイドをいちはら病院駐車場に開設します。
⑥11月17日(土)土浦南RCとの親善野球です。谷田部球場、14:00集合です。
⑦日韓親善ホームステイ受け入れを東郷会員のところにお願いしました。
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ロータリー財団月間 「未来の夢計画」 について
ロータリー財団 国際親善奨学生･財団学友委員

土浦RC 鶴田一郎 様

土浦RCから参りました地区委員の鶴田です。財団の方から「未来の夢計画」に
ついて会員の方々に周知させるようにとの指導がありまして本日卓話をさせて
いただくことになりました。
ポイントは配布資料の通りです。
(1)『未来の夢』計画は財団の補助金がより大きな成果をもたらし、一般の認知
度を高める為に、効率を高め、活動の焦点を絞る必要性がある為計画されたも
のです。現実のところは、日本のクラブは資金管理がしっかりしていますが、
海外のクラブはそうとは限らないのでこういうものができたようです。
(2)その為、ロータリーの新しい補助金モデルは、財団補助金を地区補助金、グ
ローバル補助金、パッケージグラントの3種類として簡素化と効率化が図られま
した。
(3)『未来の夢』計画の基本姿勢は、平和と紛争予防、疾病予防と治療、水と衛生、母子の健康、基本的教育と識
字率向上、経済と地域社会の発展の６つの重点分野、３つの補助金、３つのプログラムで表わされます。
(4)新しい補助金制度は2013年7月１日から実施されます。
(5)新しい補助金の受給資格については、地区補助金（新地区補助金として区別して呼ばれる事がある）は全クラ
ブ利用可能で今まで通りです。但し、グローバル補助金は参加資格として、認定を地区から受け認定クラブになら
なければならりません。また、認定になったら地区と覚書を締結しなければならなりません。覚書により、毎年一
回補助金管理セミナーに出席しなければならりません。また、当地区では地区補助金をもらうためにも認定を受け
るように決まったようです。
(6)補助金の申請は、地区補助金が地区としてロータリー財団に前年度の5月15日までにということですが、現在
の予定では4月中旬ごろになります。現実にはクラブ数が多いので、もっと早くなるかもしれません。申請方式
は、比較的簡単で目的と概略の金額になると予想されます。
グローバル補助金は随時受け付けられます。

１1月1日 例会スナップ①
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１1月1日 例会スナップ②

１1月4日 ロータリーの森創り①
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１1月4日 ロータリーの森創り②
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10月あんたが大賞(ニコニコ大賞)
大野

治夫

下村

正

高野

勝

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。
地区大会野球大会は、残念な結果になってしまいました。懺悔のつも
りで髪を短くしてきました。朝5時にグランドに行って、中止の決断
をする時、少し身震いをしました。雨男は誰だ！責任を取れ！怒・
怒・怒・・・
街の中は、市長や市議会選挙で大忙しのようです。私は、去る 19
日、分区のゴルフでのんびりさせてもらいました。結果、つくば学園
ロータリーを代表させて頂きまして、優勝させてもらいました。たま
には、お役にたてたのか？と思います。

おめでとうございます！！

同好会情報
ボーリング同好会
11月8日(木) つくば学園ＲＣボウリング同好会の第4回目の教室が開催されました。中山会長夫妻・塚田会員夫
人・大野会員夫妻・大木会員夫妻・阿部会員夫妻・馬目+会社の面々の総勢13名が参加し、賑やかに楽しく汗を流
しました。教室も4回目でしたので軽く練習した後すぐにゲーム形式での実践練習に移り、なんと4ゲームも投げ
あいました。スペアやストライクが出た時の笑顔や歓声、ハイタッチで祝いあう姿もあちこちで見られました。
ゲーム終了後には4ゲームトータルでのランキングも発表されました。女性には各ゲーム20ポイントのハンデがつ
けられましたが、見事トップは皆勤で参加されている中山会長で合計628、1ゲーム平均157、3ゲーム目には
198というハイスコアでした。
教室は次回で最終となりますが、来春あたりには「つくば学園RCボーリング大会」の開催の話も出ております。
その際には皆様、奮ってご参加ください。
それにしてもマイシューズやマイボールをお持ちの方が多いのには驚きました。
馬目 記

訃 報
古本捷治会員 が11月5日逝去されました。
古本会員は昭和18年7月16日生まれ、享年69歳でございました。つくば学園RCには昭和61年に入会され、創立
会員として約27年間在籍され、温厚なお人柄で会員の皆様に尊敬され、慕われました。
故人のご遺志により葬儀は近親者のみの密葬となりましたが、11月9日（金）午後7：00よりホテルグランド東
雲で「お別れの会」が執り行なわれました。生前のお人柄を偲ぶように沢山の方々が献花をされました。当クラブ
からは参会者全員で「川の流れのように」を献歌し、故人に別れを告げました。
ここに生前のご厚誼に深く感謝申し上げます。
合掌
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1１月奥様誕生・結婚祝
結婚祝い
6日
18日
19日
21日
22日
23日
26日
27日

奥様誕生日

鬼澤 善則♥文子
塚越 俊祐♥悦子
川崎 庄一♥憲子
小須田宏ニ♥すみ江
青山 大史♥静代
鈴木 敏雄♥きよ
中野
勝♥真粧美
高谷 榮司♥安江

1日 川崎 憲子
様
3日 鬼澤 文子
様
10日 吉岡 京子
様
11日 吉岡 鞠子
様
14日 宮川 麗子
様
17日 齊藤 理恵
様
24日 倉持 里和子 様

ニコニコＢＯＸ 10月25日・11月1日
10月25日
柴原

浩

高野

勝

田上 憲一
増山

栄

また、誕生日です。80歳に近づいてきました。老馬が無理は出来ません。毎日が楽しく面白く、若いお
姉さんと会話をして。
街の中は、市長や司会選挙で大忙しのようです。私は、去る19日、分区のゴルフでのんびりさせてもら
いました。結果、つくば学園ロータリーを代表させて頂きまして、優勝させてもらいました。たまに
は、お役にたてたのか？と思います。
誕生祝い有難うございました。
昨日、40クラブ目の公式訪問が終了し、野堀Gもやや疲れぎみですが、本日は、唯一の女性だけのクラ
ブ、水戸好文RCには、シティRCクラブ石塚会員と訪問しています。同行いただいている会員の皆様、
これから追込み期間ですが、宜しくお願いします。

11月 1日
浦里

浩司

大里

喜彦

大堀

健二

倉持

武久

齊藤

修一

中野

勝

中山

正巳

馬場

清康

本多

史郎

増山

栄

鶴田

一郎

例会

例会

先日のガバナー公式訪問で、日立・大子RCに泊りがけで随行してきました。お蔭様で、40年振りで袋
田の滝にも寄る事が出来ました。懇親会では「お宅は、運転手兼用心棒？」と言われ、「そうです！」
と答えておきました。
お蔭様でやっと終りました！さっ、ゴルフでもやろうかな。
鶴田さん、本日はありがとうございました。本日の卓話を参考に、来週からの「未来の夢計画」卓話遠
征がんばります。
鶴田さん、お役目ご苦労様です。ちなみに鶴田さんとは、高校の同級生です（見た目はだいぶ違います
が）。妻の誕生祝い、ありがとうございました。
家内の誕生祝いありがとうございます。毎年、クラブの発表で気が付きます。プレゼントのかわりにニ
コニコと致します。ありがとうございました。
結婚祝ありがとうございます。それより今日は、カメラ、ボイスレコーダーを忘れてきて焦りました
が、たまたま須藤会員が、持ち合わせていて助かりました。安心して卓話が聞けそうです。
鶴田さん、本日は未来の夢計画の卓話ありがとうございます。つくば学園ロータリークラブの門を開け
て待っています。
ホテル2階の和食処「筑波嶺」が、日本衛生協会会長彰を受賞。10月26日に東京の明治座で行われた表
彰式に出席してきました。式典終了後は梅沢富美男、中村玉緒の特別公演を貸切で楽しんできました。
大変御世話になりました。有難うございました。
鶴田一郎地区財団委員、本日は有難うございました。鶴田君とは、小・中の同級生です。今後の御活躍
を期待しています。
土浦クラブから、TEST(試み)で卓話に来ました。

10月25日の合計

28,000円

11月1日の合計

73,000円
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出席率報告

TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I.

１1月 1日（木） 例会

本日のお客様
ロータリー財団
国際親善奨学生･財団学友委員
土浦RC 鶴田 一郎 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

51名

17名

2名

2名

1名

78.78％

プログラム予告 １1/12月・地区関係・ローターアクト
11月15日(木) 11月第3例会

11月
11月
11月
12月

招待卓話 筑波大学付属病院病院長・筑波大学副学長
五十嵐哲也氏 「新棟竣工記念卓話」
会員誕生祝
オークラホテル 12:30～
21日(水) つくば学園RAC11月第2例会
鯨井会計事務所 19:30～
22日(木) 11月第4例会 稲本修一ガバナー補佐公式訪問
オークラホテル 12:30～
29日(木) 調整中
オークラホテル 12:30～
6日(木) 3クラブ合同ガバナー公式訪問
ホテルグランド東雲 12:30～

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

会報委員を引き受けてからは例会を優先して出席するようになりまし
た。今年度も4分の１を過ぎたところですので、皆勤するにはまだまだ
先が長そうです。それに比べ、先日亡くなられた古本会員は創立会員と
して昨年まで25年連続100%出席を達成されていました。まったく頭
の下がる偉業です。そのお別れの会は、お酒が好きな人だったらしく沢
山の方がお酒を酌み交わしてご冥福をお祈りさせていただきました。改
めて、古本会員、長い間本当にありがとうございました。

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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ホームページもご覧下さい
http://www.46gama.com/

