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TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I.

It is the 27th year since 1986

１２月１３日(木) 例会報告
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会長点鐘と幹事報告
幹事報告
①寄附の件、ロータリー財団、米山奨学会の締切
が今月いっぱいです。
②例会変更の案内：つくばシティ、土浦南
土浦中央、阿見、石岡
石岡87、かすみがうら

次年度役員選出
選出委員会で正式に次年度の役員が選出され、井田 副会長から
発表されました。
会
長
副会長(会長江レクト)
(第1クラブ奉仕)
〃 (第2クラブ奉仕)
直前会長
職業奉仕
社会奉仕
国際奉仕
新世代奉仕
幹
事
SAA
会
計
(敬称略)

井田 充夫
飯田 正行
塚田 陽威
中山 正巳
浦里 浩司
矢島 定雄
北島 睦男
石井 健三
鯨井 規功
中野 勝
下山田 和司

拍手を持って、承認されました。

Page 1

2012-13 Vol. 23

TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I.

お客様卓話
つくばインターナショナルスクール 校長

シェイニー・クロフォード 様

簡単に自己紹介しますと、カナダのオンタリオ州出身で、英語の指導助
手として1995年に日本に来ました。その後、筑波大学大学院を経て現在
の職にあります。
つくばインターナショナルスクール(TIS)は1992年につくばにいる外国
人の要望から設立され、当初15人程度の生徒で先生方もほとんどボラン
ティアで勤務していました。東日本大地震の後、生徒の数は減りました
が、現在は3～16歳までの生徒が82人います。昨年、初等教育(3～11歳)
課程は国際バカロレア(IB)校として認可され、英語で授業(日本語授業もあ
り)をしますが、単に英語を教えるということではなく国際理解教育を実施しています。中等教育課程以
上についてはIB校として今後認可取得予定です。このIB機構と国際ロータリー財団には教育を通して世
界理解、親善、平和を達成するという共通の理念があります。IB認定校は世界には約3500校あるのに
日本には24校しかなく、TISはその１つで、東京以北にある唯一の学校です。
TISのこれまでの歩みを簡単に説明しますと、1992年に設立され、2008年に加納校長が就任し、外
国人の多いつくばでは普通のインターナショナルスクールではなく国際理解教育をするIB校にしなけれ
ばいけないという方針を出しました。IBディプロマ課程認定校になれば子供たちが世界各国のどこの大
学にでも行けるというメリットがあります。2009年には新校舎完成、学校法人として認定されました
が、2011年に加納校長が急逝し、私が3代目校長に就任しました。
来年には中等教育課程(12～16歳)のIB認定校になる予定で、その後は、ディプロマ課程(17～18歳)
の認定校を目指します。
つくばにTISがあるメリットとしては、①人口100万人以下の都市にある唯一のインターナショナル
スクール兼IB認定校である②他のスクールに比べ学費も半分(約100万円)で東京からわざわざ引っ越し
てくる方もおり、優秀な人材を招致できる③国際都市としてつくばブランドを確立でき、グローバルな
人材を輩出できる、などがあると思います。
今私たちが必要としていることは、①評議員など学校の経営手法を教示してくれる方②学校拡張に伴
う施設確保のための情報③学校拡張のための寄付金募集方法④TISの教育活動のPR、です。
ロータリーとは共通の理念があります。ぜひ学校に来ていただいて、実際の教育活動をご覧くださ
い。そして、ぜひご協力お願いします。
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連絡事項
親睦委員会

石井委員長

12月24日(月・祝) 18:30から家族クリスマスパーティーを開催します。
今回はメイン料理がローストビーフ、お子様にはお子様プレートを用意いたしま
す。受付時に1口 1,000円で抽選券を買ってください。抽選会はハズレなしで、豪
華な賞品を用意しました。参加をお待ちしています。

ゴルフ同好会
恒例の新年コンペを開催します。
日時：2013年1月17日(木) 8:37 スタート
場所：筑波東急ゴルフクラブ
当日の夜は、クラブの新年会(於：江戸屋)となります。

12月13日 例会スナップ
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つくば学園RAC情報
つくば学園RAC12月第二例会

「2012年を振り返って」

2012年最後の例会です。
参加者で2012年を振り返り、2013年へ期待と希望、そして目標を胸に、より良い1年を送るための
きっかけとなる例会を目指します。
日 時：12月19日(水) 19:30～
場 所：鯨井会計つくば事務所
(つくば市二の宮3-7-5)
登録料：1,000円
登録締め切りは12月18日(火)です。ご参加お待ちしています。

12月結婚祝
結婚祝い
1日 矢島 定雄♥ミヨ子
6日 野堀 喜作♥敏子
6日 宮本 学♥恵美子
12日 大木 康毅♥真由美
15日 宮川 健治♥麗子
18日 大野 治夫♥佐多子
25日 磯山 正蔵♥とし子

11月あんたが大賞(ニコニコ大賞)

浦里 浩司

小

城 豊

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。
第1回フライフィッシング体験講座を11/18に中山
会長はじめ8名の参加で無事終了しました。皆さん
初めての割には筋がよく、特に塚田会員はこなれた
竿さばきで、大漁丸でした。相当楽しかったので
しょうか、自宅に釣堀を作るそうです。12月も2回
目開きますので参加者募集します。
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ニコニコＢＯＸ
12月6日

3クラブ合同例会
野堀ガバナー、公式訪問お疲れ様でした。最後はつくば３クラブ合同で打ち上
げでおめでとうございます。
野堀ガバナー、最後の公式訪問お疲れ様です。大忘年会飲み過ぎない様にして
くださいね。
ガバナー公式訪問随行の手当てと野球のボール立て替え金も頂きましたので、
ニコニコボックスに寄付いたします。
なかなか出席できなくてすみません。
野堀ガバナー、RI２８２０地区公式訪問、最終３クラブ合同ありがとうござい
ます。協議会大変勉強になりました。ありがとうございます。
野堀ガバナー、本日はつくばの３クラブへの公式訪問ありがとうございます。
野堀ガバナー、本当にご苦労様です。あと半年頑張ってください。
野堀ガバナー、本日は３クラブ合同公式方門ありがとうございます。あと、
７ヶ月間宜しくお願いします。
野堀ガバナー、稲本ガバナー補佐、本日は来訪ありがとうございます。５６ク
ラブの訪問、本当にお疲れ様でした。
先日の狩猟の際に、里美の山奥で、今や幻の鳥となってしまったヤマドリを捕
獲しました。でも、寒い中を沢歩きしたせいか、はたまた、殺生をしたバチが
あたったのか、坐骨神経痛を発症してしまいました。寝てても座っていても、
腰が痛くて半分身障者のようです。
最後の公式訪問が、無事終了出来そうです。公式訪問に同行して頂きました、
３クラブの会員の皆様には、本当に大変御世話になり有難うございました。ま
だ７ヶ月間ありますので、これからも宜しくお願いします。
ガバナーご苦労様でした。

飯田 正行
大里 喜彦
大野 治夫
岡田 哲也
岡本 武志
鯨井 規功
塚田 陽威
東郷 治久
中山 正巳

馬場 清康

増山 栄
吉岡 昭文

12月13日
飯田 正行
石井 健三
井田 充夫
大堀 健二
下村 正
野堀 喜作
野堀 喜作
馬目 圭造

例会
次年度副会長を拝命いたしました。
次次年度に向けて、心技体よりも、健康･家族・会社を正常に保ちたいと思い
ます。
国際的な人材を育ててくださる、シェイニー・クロフォード校長のお話を頂
き、有難うございます。是非頑張って目標に向かってください。
2012-2013の井田体制の理事会メンバーを発表させて頂きました。半年後
に向けて、勉強いたしますので、御指導、御鞭撻を宜しくお願いいたしま
す。
子供との写真撮影に行って来ます。早退ごめんなさい！
祝！２６万km突破、目標！３０万km突破、希望！そろそろ新車
が・・・・・
公式訪問では、大変御世話になりました。お蔭様で充実した時間を過ごす事
が出来ました。
結婚のお祝い有難うございました。何日か忘れておりましたので、１２月６
日を教えて頂いたことが一番うれしく思います。４１回目です。
妻の誕生祝いありがとうございました。
Page 5

2010-11
2012-13 Vol.
Vol. 45
23

出席率報告

TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I.

12月13日（木） 例会

本日のお客様
つくばインターナショナルスクール
校長 シェイニー・クロフォード 様
サフェル・ジャック
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

67名

45名

12名

1名

2名

2名

72.30％

プログラム予告 12月・地区関係・ローターアクト
12月 19日(水) つくば学園RAC第2例会
12月 20日(木) 第3例会 招待卓話 ボーイスカウト関係者予定
会員誕生祝
12月 24日(月･祝) 移動例会「冬の家族クリスマスパーティー 」
12月 27日(木) 休会（12月24日に振替のため）

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

ホテルグランド東雲 19:30～
オークラホテル 12:30～
オークラホテル 18:30～

クラブ会報・広報委員長：中野 勝

インターナショナルスクールというと優秀な子女の通う学校という
認識でいたのですが、卓話を機に調べてみたところ、中学校に相当
する課程を学んでも各種学校であるため就学義務の履行とは認めら
れず高校への入学も制限されるようです。一方、国際的な評価団体
等が「高校相当」と認めた学校などは大学への進学も認められるそ
うです。それでTISが国際バカロレアの認定校化を進めているのか
が、やっとわかりました。調べてみるもんです・・・(-_-;)

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/

