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2012-13中山 

１月３１日(木) 例会報告 

会 報 

つくば学園ロータリークラブ    
It is the 27th year since 1986 TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I.  

Index 

会長点鐘と幹事報告 / 表彰式 / 地区大会事前準備報告 

つくば学園RACから / 同好会情報 / その他   

 例会変更案内 

  つくばシティRC 

   2/  6(水) ホテルグランド東雲 12:30～ 

   2/27(水) アンジェブリッサ  夜例会    

 

   メイクされる方はご確認ください。 

 会長点鐘と幹事報告 

2013/01/31 

Vol. 29 

 表彰式 
 

 

 

 

米山功労クラブ表彰 

1回目 

ポール・ハリス・フェロー表彰 

米山功労者 

2回目 3回目 

3回目 1回目 
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2012-13 Vol. 29 TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

 地区大会事前準備報告① 
 柴原 実行委員長 
本日は地区大会実行委員長として、これまでの議論してきた結果を報告いたします。 

4月28日、29日の本大会まで残り2ヶ月ちょっととなり、プログラムも出来上がってきていよいよだと

いう感じがしてきました。現在各分区のIMで地区大会のPR活動を行っていますが、大会実行委員会の各

部門ごとに準備をしていただき、計画に則って進めていきたいと思います。ぜひ大成功に導きたいと思

いますので、皆様のご協力をお願いいたします。 

 

 地区大会 4月のスケジュール 
  4月  2日(火) 台本読み合わせ  13:00 山水亭 

  4月11日(木) リハーサル    13:00 ノバホール 

  4月27日(土) 設営準備     10:00 ベデストリアンデッキ 

         リハーサル    13:00 ノバホール 

  4月28日(日) 地区大会 1日目    7:30 集合 

         (ノバホール)      8:15 登録開始 

  4月29日(月) 地区大会 2日目    7:30 集合 

         (ノバホール)      8:15 登録開始 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 大会実行委員会役割分担表 

 

  担当者 内  容 備考 

 総務委員会  増山  大会プログラム決定   

   齊藤  会長代理ご依頼   

 責任者 増山  下村  記念講演者ご依頼   

     ご挨拶ご依頼   

     案内状・招待状作成発送   

     大会役員・委員の選出   

     予算の配分   

     各部門助言援助   

     表彰選定   

     記念品   

 第一部門(案内関係)  事務局 上野・本多  受付総合案内運営設営   

   細田・小関  1日目 2回   

 責任者 市川 シティ  市川 シティ(応援)  2日目 1回   

   鈴木 ｻﾝﾗｲｽﾞ(応援)  参加者登録   
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2012-13 Vol. 29 TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

 地区大会事前準備報告② 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   部門ごとの打合わせ 2月14日(木) 13:30～ 

 

  担当者 内  容 備考 

 第二部門(会場運営)  川﨑・大里・小城  大会会場運営設営→舞台の入替   

   塚越・岡田・大木  1日目 午前・午後 2回入替   

 責任者 川﨑  浦里・倉持・馬目  昼食会場設営運営   

   前島・宮武・大堀  分科会会場設営運営→誘導   

   大野・高田・赤羽  懇親会   

 第三部門  篠崎・中野・石井  大会記録収集   

   (記録、出版)  須藤・赤羽・田口  写真   

     広報   

 責任者 篠崎    記念誌出版   

 第四部門  皆葉・北島・高谷  宿泊者お世話   

 (エクスカーション)  大堀・宮武・塚田  エクスカーション   

   前島・磯山・小堀  観光、送迎バス手配   

 責任者 皆葉  シティ(応援)  友愛コーナー、お茶席   

     展示   

     救護   

 第五部門(駐車場)  矢島・青山・小堀  駐車場整理   

   鬼沢・冨田  交通案内   

 責任者 矢島  ｼﾃｨ･ｱｸﾄ(応援)  案内看板設置   

 第六部門  中山・大里・小城  晩餐会会場運営   

 (晩餐会、宿泊、  青山・馬場・宮本  アトラクション関係   

      懇親会)  馬目・鬼沢・吉岡隆  RC活動展示コーナー   

 責任者 中山       

 第七部門(接待)  柴原・東郷・井田  接待・RI会長代理エスコート   

   鈴木・増田・吉岡昭  交流会   

 責任者 東郷  宮川・田上・石川  京都山城クラブ接待   

 SAA(司会)  飯田・菅原・小城  会場監督   

   石井・馬場  司会進行   

 責任者 飯田  (鈴木)アシスタント     

 記念事業  東郷・中野・大野  記念事業部門・大会運営   

   高田・高野  記念ゴルフ   

 責任者 東郷  シティ  会場運営・案内   

     出席・組み合わせ   

     表彰商品準備   

 会計  鯨井  大会収支記帳   

   齊藤  大会決算   

 責任者 鯨井  下山田     
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2012-13 Vol. 29 TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

 地区大会事前準備報告③ 
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2012-13 Vol. 29 TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

 同好会情報① 

 合唱同好会 
合唱同好会として本年度地区大会への歌を皆で歌っていきたいと思いお知らせいたします。 

今話題になっていますミュージカル映画「レ・ミゼラブル」のメインの歌で『民衆の歌声が聞こえる

か？』という有名で元気な歌があります。自由の旗を振りながら、自由を歌う民衆の曲です。 

これを、『ロータリアンの歌声が聞こえるか？』という日本語の歌詞を付けました(石井健三 作詞)。 

 つくば学園RACから 
 チャリティーコンサート 

中山会長はじめ新世代奉仕、社会奉仕委員会の皆様の協力で、チャ

リティーコンサートを開催します。収益は若手音楽家の支援を行っ

ている団体、ＧＲＣＴに寄付いたします。当日は福祉施設・介護施

設のみなさんもご招待させていただく予定です。 

 

   日 時：3月31日（日） 13:30開場、14:00開演 
   場 所：つくばアルスホール 

   内 容：ピアニストの近藤和花さんによるクラシック 

       コンサート「なるほど！クラシック♪」 

   入場料：2,000円（全席自由席） 
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2012-13 Vol. 29 TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

 同好会情報② 

 演劇鑑賞同好会 
2012年10月から2013年1月までに鑑賞しました演劇についてご報告致します。 

2012年10月8日ノバホールオペラ鑑賞「マダムバタフライ～蝶々さん」 

つくばオペラフィオーレが主催したプッチーニのオペラ「蝶々夫人」を石井健三

が邦訳台本化し、明治の女、蝶々さんの激しくも美しい生き方を描いた作品だっ

た。 

2012年11月24日ルテアトル銀座ミュージカル鑑賞 

    「とってもゴースト」  

音楽座が主催した創作ミュージカル、 

死んで初めて知る大切な生き方を感動的

に描き出した作品だった。 

 

2013年1月27日浅草公会堂歌舞伎鑑賞 

「海老蔵口上・勧 

        進帳」新春浅草歌 

        舞伎で15年ぶりに 

        出演がかなった海 

        老蔵、千穐楽公演 

                で感動を残した。 

 

石井健会員 寄稿 

 

 ゴルフ同好会 
国際ソロプチミストつくばより恒例のチャリティゴルフコンペの案内がきています。 

 

    日 時：４月３日(水) 

    場 所：千代田カントリークラブ 

    参加費：５,０００円 

 

    皆様のご参加をお願いいたします。 

          一足早く“鬼は外、福は内” 

 1月31日 例会スナップ① 
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2012-13 Vol. 29 TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

 

 1月31日 例会スナップ② 

 ニコニコBOX 1月31日 

 
本日の合計      8,000円 

累計金額  994,100円 

 大里 喜彦 オークラに、誰も居なかった・・・ビックリです！ 

 馬場 清康 

1歳6ヶ月の孫を連れて成田山へお参りに行ってきました。行く時は、顔をそ

むけて母親にへばりついていましたが、昼食で餌付けしたこともあり、帰る

ときには、手をつないで歩きながら初めて「ジージー」と言ってくれまし

た。思わず、アカチャンホンポに寄って玩具を買ってしまいました。 

 市川 一隆 本日は、御世話になります。どうぞ宜しくお願い申し上げます。 



 友好クラブ 

京都山城ロータリークラブ（第2650地区） 

2010-11 Vol. 45 
TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 2012-13 Vol. 29 TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

  

４つのテスト４つのテスト 

１．真実かどうか１．真実かどうか            

２．みんなに公平か２．みんなに公平か        

３．好意と友情を深めるか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４．みんなのためになるかどうか  

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 

編集後記    クラブ会報・広報委員長：中野 勝 
いよいよ地区大会が迫ってきました。実行委員の皆様、連日大変ご苦労

様です。そんな私も先日、第４分区のIMへPR活動に行ってまいりまし

た。会場がゴルフ場のクラブハウスということで、折角行くのにPRだ

けではもったいないからゴルフでもなどと甘いことを考えましたが、当

然ながら不謹慎の誹りを免れないようで却下となりました(･_･;)。あと

2ヶ月、大成功を目指して頑張りましょう！！！ 

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 

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 

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 

 ホームページもご覧下さい  

http://www.46gama.com/ 
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 プログラム予告 2月・地区関係・ローターアクト 
   2月   7日(木) 第1例会 四半期決算報告、奥様誕生、結婚祝 

             ニコニコ大賞                オークラホテル 12:30～ 

   2月 14日(木) 第2例会 地区大会準備、会員誕生祝          オークラホテル 12:30～ 

   2月 21日(木) 休会（2月24日 IMに振替） 

   2月 24日(日) 第6分区インターシティミーティング（IM）    ホテルマロウド筑波  13:00～     

   2月 28日(木) 第7回“中学生と語る会”              豊里中学校    11:50～ 

本日のお客様  つくばシティRC    会長 市川 一隆 様 

        つくば学園RAC    会長    雨宮 稔樹 様 

                       〃      幹事  伊藤 永    様  

 出席率報告  1月31日（木） 例会 

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 51名 15名 1名 2名 3名 84.37％ 


