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It is the 27th year since 1986

２月７日(木) 例会報告
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会長挨拶
中山 正巳 会長
今月の挨拶ということで、2月はなぜ28日なのかというところをお話しし
ます。
現在の暦はコペルニクスが1年が365.2425日ということを算出してから、
400年の暦を作り400年の間に閏年を97回設け、2月は平年28日、閏年
29日となっっています。太陽暦は古代ローマで作られた農耕用の暦がもと
になっています。この暦は3月から始まり12月で終わる10カ月のもので
が、その後、12月以降暦のない期間が60日のところに1月と2月が作られ
ました。現在の暦のもとはローマの独裁官ユリウス・カエサル(ジュリア
ス・シーザー)が作ったもので奇数月を31日、偶数月を30日とし、閏年を1
年の最後2月で調整し平年29日、閏年30日としました。また彼は自分の生まれた7月を自分の名前ユリ
ウス(英語読み：ジュライ)と改名しました。ユリウスの後継者ローマ皇帝アウグスタスも自分の生まれ
た8月を自分の名前アウグスタス(英語読み：オーガスト)とし、日数も本来30日のところ1日増やし31
日としてしまいました。そのため、2月は平年29日のところからまた1日削られて28日となったという
ことです。改めてコペルニクスなど昔の偉人は凄いと感心させられます。

幹事報告 ～理事会報告～
鯨井 規功 副幹事
審議事項
(1)3月プログラム (2)第2回職場訪問(浦里酒造) (3)半期決算報告
(4)新年会決算報告 (4)つくば学園RAC前期決算報告
承認。
討議事項
(1)RI会長賞の件
財団寄付金が$100×66人分で賞の対象になります。
現在35名の方に寄付を頂き賞を受賞できますが、寄付者数をもう10名
程増やしたいと思いますのでご協力を願いしています。
(2)地区委員長推薦の件
下村正会員と石井健三会員を推薦ということで本人に確認中です。
Page 1

2012-13 Vol. 30

TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I.

幹事報告②
(3)中学生と語る会の件
現在講師が18名決定、4名交渉中。学校側の要望で小学5年生150名も参
加させたいとのことで、1ブース20名程になる予定です。
(4)地区大会における京都山城RCとの懇親会の件
京都山城RCからは大会2日目より20名程の参加予定です。
地区大会懇親会が終了後、その場でつくばシティRC、つくばサンライズRCとお疲れ様会をして、
その後場所を移動して懇親会を行います。京都山城RCの方々は翌日東京スカイツリーを見学して
帰られる予定です。
確認事項
(1)牛久RC会長より歯科医師奉仕活動の案内の件
日時：4月4日(木)～8日(月)
場所：フィリピン
詳細は事務局までお願いいたします。
(2)米山奨学生世話クラブ受入れの件
(3)筑波大学長を囲む会開催の件
日時：2月26日(火) 18:00～19:00
場所：筑波大学 国際会議室

2012/7月～2012/12月 半期決算報告
下山田 会計委員長
運営資金については、収入が予算額の64.0％、支出が予算額の40.9％となってい
ます。奉仕活動資金については、収入が予算額の60％、支出が予算額の40％と
なっています。
両資金とも、健全な収支を維持しています。

地区大会事前準備報告
スタッフジャンパー
地区大会に使用するスタッフジャンパーを６色の中から意見をいただき、多くの方の賛同があった薄い
ピンク(写真右端)に決定しました。

地区大会打合わせ
2月14日(木)の例会で、地区大会宴会に出る食事の試食会を行い、皆様のご意見をいただきたいと思い
ますので全員の出席をお願いします。また、試食会後、大会当日の行動に関し担当部門別に打ち合わせ
を行います。
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同好会情報
ワイン同好会
今が旬の「冬野菜」をメインにワイン会を開催します。
白ワインは、ブルゴーニュの垂直（09、10、11）飲み、赤ワインは「ドメー
ヌ・ラルロ」と「ドメーヌ・デ・ザコル」を比較いたします。
日 時：2月21日(木) 19:00～
場 所：ブラッセリー デュ・プラ（ダイワロイネットホテル１F）
会 費：10,000円

２月７日 例会スナップ
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２月会員結婚祝・奥様誕生祝
結婚祝い
1日
1日
8日
11日
13日
26日
27日

井田 充夫♥優子
倉持 武久♥里和子
下山田 和司♥英子
北島 睦男♥昌子
冨田
茂♥由美子
岡本 武志♥淑子
馬目 圭造♥佳子

奥様誕生日
13日
17日
21日
27日

路川
小関
前島
中山

優子
暎子
朋子
敬子

様
様
様
様

１月あんたが大賞（ニコニコ大賞）
阿部 哲次

８日家内の誕生日でした。意識はあって何かプレゼント
をと思っていたのですが忘れていました。すると、RCか
ら素敵な花が届いたということで、すっかり機嫌が良く
なってました。ありがとうございました。

増田 忠則

結婚記念日と米山マルチプル功労賞と、マルチでお祝い
を頂き、ロータリアンである事に感謝です。有難う。

ニコニコBOX ２月７日
磯山 正蔵
大木 康毅

小城 豊
倉持 武久
鈴木 敏雄
塚越
前島
馬目
宮武

俊祐
正基
圭造
孝之

誕生祝い有難うございます。好物酒霧筑波、今からいただきます。ごっつあんで
す！
先日は、父の葬儀に際しまして、お心遣いありがとうございました。今後とも宜
しくお願いいたします。
地区大会懇親会に、出演する女性ジャズボーカルのチャリートのライブに昨日
行って来ました。雪と寒さの中、六本木迄行くのは“多少めげ”ましたが、帰り
道は、素晴らしい歌声と、お酒で身も心もポカポカになりました。大会当日も、
オークラの美味しい料理とチャリートの歌声で決まりって感じです。
結婚祝ありがとうございます。
先週の例会では、当ホテル“ホテルグランド東雲”をご利用いただきまして、誠
に有難うございます。
1月の誕生プレゼント本日頂きました。有難うございました。
ロータリー財団へのご協力をお願いします。
結婚祝、ありがとうございました。
仕事の都合で早退させて頂きます。
本日の合計
累計金額
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出席率報告
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２月7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

0名

2名

0名

79.68％

プログラム予告 2月・地区関係・ローターアクト
2月
2月
2月
2月
2月
2月

14日(木)
21日(木)
21日(木)
21日(木)
24日(日)
28日(木)

第2例会 地区大会準備、会員誕生祝
休会（2月24日 IMに振替）
新春ゴルフコンペ
ワイン同好会「冬のワイン会」
第6分区インターシティミーティング（IM）
第7回“中学生と語る会”

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

オークラホテル 12:30～
筑波東急GC
ブラッセリー デュ・プラ
ホテルマロウド筑波
豊里中学校

8:00集合
19:00
13:00～
11:50～

クラブ会報・広報委員長：中野 勝

なぜ2月が28日なのかの話はとても面白かったですね。月の名前の
由来についても改めて感心してしまいました。会長より参考に頂い
た文献を見させていただきオクトパス(蛸：8本足)など数字の“8”
を表す“Octo(オクト)”がなぜ10月なのかもやっとわかりまし
た。当時の暦は3月から始まるもので10月は8番目の月だったため
とか。強引に月の名前に自分の名前を付けさせたり、月の日数を増
やしたりと。それが現在万国共通、面白い。納得です。

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/

