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It is the 27th year since 1986

７月１９日（木） 例会報告
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会長点鐘と幹事報告
中山正巳 会長

大里喜彦 幹事
（１）第１１回ロータリー日韓親善会議の案
内が来ています。
（２）茨城いのちの電話への協賛金を実行し
ました。
（３）ローターアクトより地区大会協力のお
礼が届いてます。

つくばサンライズＲＣ会長の訪問とご挨拶
鈴木 一雄 会長
つくばサンライズＲＣの会長を仰せつかりました鈴木です。つ
くば学園ＲＣにはこうして温かく迎えていただきましてありが
とうございます。本年度はＲＩ会長として日本人三人目となる
田中作次会長が誕生し、また、つくば学園ＲＣから第２８２０
地区ガバナーを輩出された記念すべき年となりました。これに
伴い昨年度より様々な会議等のお手伝いをつくばシティＲＣと
ともにさせていただいております。今年度も地区内のガバナー
公式訪問時のセキュレタリーや１２月の３クラブ合同例会、さ
らに４月の地区大会などのお手伝いを計画しております。こう
したお手伝いをさせていただくことは大変光栄でありますし、皆様方にはロータリアンとして
の心構えなどを教えていただけるよい機会と思っています。１年間よろしくお願いいたしま
す。
※鈴木会長は鈴木敏雄会員のご令息です。
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新入会員紹介
新入会員２名の入会式と挨拶がありました。

吉岡隆久 新入会員挨拶
父に引き続きお世話になります。私自身は
弁護士をしており父とは全く畑違いの職業
です。まだまだ未熟者ですので自己研鑽に
努め、地域社会に貢献できるよう頑張りた
いと思います。
※吉岡昭文会員のご令息です。

高田稔美 新入会員挨拶
つくば市真瀬の株式会社高田工務店の高田
稔美です。皆様とこの会を通して交流させ
ていただき、微力ながら地域のことや自己研鑽のために頑張っていきたいと思
います。

つくば学園ＲＡＣ会長挨拶
雨宮 俊樹 会長
本年度の活動方針は縦と横の繋がりを強くすることです。縦と横と
はロータリークラブ（ＲＣ）やインターアクトクラブ（ＩＡＣ）、
他のローターアクトクラブ（ＲＡＣ）とのことです。そのために
色々な情報を発信していこうと考えています。まずは、つくば学園
ＲＣの会報にＲＡＣの例会の報告を載せさせていただくことにしま
した。また、Facebookにも例会の情報を発信するようにしまし
た。さらに、他のRACとの交流を積極的に行えるよう例会登録のた
めの予算を多くとりました。
今年度の活動計画はつくばのIACと、また、フィリピンのRACと交流を持つことです。つくばには茗渓
学園にIACがあります。その親クラブであるつくばシティRCもIACに力を入れていこうという考えなの
で、この機会を利用して将来ＲＡＣに入っていただこうと考えています。フィリピンのRACについて
は、つくば学園ＲＡＣが以前マニラのＲＡＣと交流があったと聞いています。私がＲＣの奉仕活動の手
伝いでフィリピンを訪れた際、将来是非交流を持ちたいと考えていました。いずれは国を超えた交流が
できればと思いますので、まずはお互い連絡を取り合うことから始めようと考えています。

12-13年度 各委員会事業計画発表①
第二クラブ奉仕委員会

佐藤 裕光 委員長

入会８年目でプレシャーがかかっていますが、川の流れのように平常心を失
わないようやっていきたいと思います。ガバナー方針の強いクラブ、楽しい
クラブを目指し会員相互の親睦や連帯感が深まるよう努めます。例会ではプ
ログラムの充実を図り出席率向上に努めます。また、会報・広報では楽しい
記事を掲載し会員の交流の場を目指します。
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12-13年度 各委員会事業計画発表②
出席委員会

矢島 定雄 委員長

例会案内に例会内容を事前情報として伝達し、例会出席率平均70％を目標
にします。出席率の低い会員には２ヶ月毎に出席率を知らせ出席を促しま
す。また、月間スケジュールを案内し無届欠席「ゼロ」を目指します。さら
に、例会以外の行事へも積極的に参加していただける工夫をし、全会員が年
間出席率９０％を目指したいと考えています。

クラブ会報・広報委員会

中野 勝 委員長

会報を作成し例会などの行事や会員の活動情報を集約・伝達し、会員・関係
クラブとの相互交流を図ります。また、ホームページ上で活動情報を随時発
信していきます。広報活動としては、各マスコミへの情報発信、「ロータ
リーの友」への投稿等クラブの活動状況を積極的にＰＲしていきます。

親睦活動委員会

石井 健三 委員長

クラブ親睦事業の企画と運営を通して、魅力あるクラブ活動になるための重
要な補佐役をしていきます。特に今年度は野堀ガバナーの輩出クラブとして
その公式事業も側面から支援します。また、「楽しいロータリークラブ」実
現のため会員のご家族にも参加いただけよう同好会の見直しを行い、会員と
ご家族との親睦も大いに深めていきたいと思います。

職業奉仕委員会

大野 治夫 委員長

職場見学として９月２０日 開通前の朝日トンネル見学、３月１４日 浦里
会員の酒蔵見学、五浦復興支援として５月２３日 再建された六角堂見学
（泊）を予定しています。また、職業に関する卓話を３人の方にお願いする
予定です。

社会奉仕委員会

皆葉 真治 委員長

「環境保全」としてロータリーの森創生事業の運営、「地域貢献」としてつ
くばマラソン私設給水所の運営、「識字率向上」への支援、ピンクリボン乳
がん撲滅運動への支援、いのちの電話への支援、薬物乱用防止活動への支援
と６つの事業を計画しています。ご協力お願いします。

ロータリー財団委員会

前島 正基 委員長

ロータリー財団プログラムの理解と広報の推進、ロータリー財団への寄付の
推進、ベネファクター会員の増強、ポリオ特別募金、地区補助金および未来
の夢計画の活用推進を行っていきます。
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つくば学園ＲＡＣ情報
7月第二例会
7月18日(水) ホテル東雲において、つくば学園RC会員の鯨井規功先生をお
招きして第二例会「RAC理事セミナー」が行われました。
税理士・日本経営コーチ協会理事・第2820地区会計長と様々な肩書をお持
ちの鯨井先生。それぞれの観点からRACの運営についてお話していただきま
した。RACの会計にあたっての心構えや、鯨井先生自身の公益法人理事とし
てのご経験、クラブ運営の意義など、大変有意義なセミナーとなりました。
参加者一同、ローターアクト定款・細則を熟読して例会に臨み、真剣に勉強
させていただきました。なお、ローターアクトクラブ必携は、ホームページ
からダウンロードできます。提唱クラブとの関係についても書かれています
ので、ロータリークラブの皆さんにも、ぜひ一度目を通していただきたいと
思います。
お客様
つくばシティRC 会長 市川 一隆 様、幹事 大堀 公司 様
つくば学園RC
会長 中山 正巳 様、鯨井 規功 様
オブザーバー
枌 宏光 様
地区RA代表
杉山 吉彦 様
下館RAC
会長 内田 和宏 様
副会長 大河原 裕貴 様、幹事 岩月 恵利 様

つくばサンライズＲＣ例会訪問
7月13日(金) つくばサンライズRCの朝例会に雨宮会長と伊藤幹事の2名が公式
訪問し、ご挨拶させていただきました。今年度からは、縦と横のつながりを強
化すべく、つくばサンライズRC、つくばシティRCにも正式に例会案内をお送
りしています。また、8月1日(水)にはつくばシティRCの例会に公式訪問させ
ていただく予定です。

8月の例会案内
第一例会
日時
8月1日（水）19：30～20：45
内容
「余興セミナー～大喜利稽古会」
場所
鯨井会計つくば事務所（つくば市二の宮）
登録締切 7月31日（火）
第二例会
日時 8月19日（日）13：00～15：30
内容 「バーベキュー」
場所 雨宮会長宅（13：00 鯨井会計つくば事務所駐車場集合）
登録締切 8月17日（金）

皆様のご参加、お待ちしております。
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ロータリー情報館より
青少年『親善大使』募集（７月25日 ロータリー情報館）
県内の各ロータリークラブは現在、青春期の１年間海外の複数の家庭にホームステイして学校に通う
高校生を募集している。
【募集要項】
▽派遣期間は来年３月または８月から１年間
▽募集人数３人
▽県内居住・通学する１５歳以上１９歳未満
▽学校の成績が上位１／２以上で英検準２級以上
▽海外の滞在費・通学費・小遣い支給▽派遣先までの旅費・保険などは本人負担
▽最寄りのロータリークラブの推薦状必要
▽申込は第２８２０地区ガバナー事務所への締め切りが９月３０日・ロータリークラブへの書類提
出は早めに
▽詳細はウェブサイトＲＩＪＹＥＣ参照。
問い合わせは2012-13年度青少年交換委員長石川啓司へ Ｅメール：keiji-is@mtj.biglobe.ne.jp

ゆかりの森 ロータリーの森創生事業報告
山百合満開！！
７月２３日にゆかりの森へ山百合の状況を見て来ました。昨年同様森中に山百合が点在して、良い匂い
を放っていました。落ち着いた野山の景色を楽しめました。
石井健三会員 寄稿

7月19日会場スナップ①

本日は和食弁当です
Page 5

2012-13 Vol. 03

TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I.

７月１9日開場スナップ②

７月会員誕生祝

会員誕生日
１６日 古本 捷治
２１日 冨田 茂
２７日 前島 正基
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ニコニコＢＯＸ ７月１９日
私事でございますが、娘2人結婚いたしました。6月30日、7月16日と、
立て続けだったので、色々と忙しかったです。つくばに単身赴任している
ときに、娘2人が結婚したのも何かの縁だと思います。これからも地域貢
献にますます力を入れたいと思います。重ね重ねありがとうございます。
鈴木会長、ご訪問有難うございます。野堀ガバナーと学園クラブを1年間
宜しくお願いします。高田会員、吉岡会員入会おめでとうございます。お
2人の活躍に期待しております。
無事に退院して復帰いたしました。中山会長、大里幹事、本年宜しくお願
いします。

赤羽

功次

飯田

正行

石井

健三

大里

喜彦

鯨井

規功①

鯨井

規功②

鈴木

敏雄

馬場

清康

前島

正基

前島

正基

宮武

隆之

ロータリー財団委員長になりました。不慣れでありますが、皆様宜しくお
願い申し上げます。
誕生祝い有難うございます。気持ちは若いのですが、頭皮がついて来ない
のが残念です。
毎日暑い日が続きますが、皆様熱中症にはくれぐれも留意されて下さい。

吉岡

昭文

息子の入会をお認め下さい。社会人としての勉強をご指導下さい。

夏風邪をひいてしまいました。決して裸で寝ていたわけではありません。
鈴木会長、本日はご参加いただきましておりがとうございます。今年一年
間の御活躍をご祈念申し上げます。
結婚祝ありがとうございました。間違いなく妻に届けました。また、RAC
雨宮会長、伊藤幹事、昨日は卓話をさせて頂きありがとうございまいた。
いよいよ野堀ガバナー年度の船出となります。大漁であります事をお祈り
いたします。皆さんで頑張りましょう。
赤いタスキの重さが肩にしみます。SAAデビューです！よろしく。

ついにＳＡＡデビューです。
本日は11名、12件のニコニコ
です。
馬場ＳＡＡ委員

出席率報告

本日の合計
累計金額

７月１９日（木） 例会

本日のお客様
つくばサンライズＲＣ 会長 鈴木 一雄 様
つくば学園ＲＡＣ 会長 雨宮 俊樹 様
幹事 伊藤 永 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

66名

50名

16名

3名

2名

3名

82.81％
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プログラム予告 7月/8月・地区関係・ローターアクト
7月26日(木) 第4回例会 ・各委員会事業計画発表
オークラホテル 12:30～
・新入会員卓話（調整中）
8月 1日(水) つくば学園ＲＡＣ第1例会「余興セミナー～大喜利稽古会」
鯨井会計つくば事務所 19:30～
登録締切 7月31日（火）
8月 2日(木) 第1回例会
オークラアネックス 12:30～
8月 9日(木) 第2移動夜例会「夏の家族納涼パーティー」 カフェ・ブレーメン
18:30～受付（ウェルカム・フラダンスショー）＊3人目から5千円徴収
８月16日(木) 休会（定款細則第６条第１節により）
８月19日(日) つくば学園ＲＡＣ第２例会 「バーベキュー」
雨宮会長宅 13:00～
(13:00 鯨井会計つくば事務所駐車場集合)
登録締切 8月17日（金）
８月23日(木)
第３回例会
クラブ総会・会員誕生祝
オークラホテル 12:30～
８月30日(木)
第４回例会 ・表敬訪問 第６分区ガバナー補佐 稲本修一 様
・新入会員卓話（予定）
オークラホテル 12:30～
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38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

アポロ11号が月面着陸したのが1969年7月21日です。今から43
年も前のことで、電卓がコンピュータと呼ばれ数百万円もした時代
です。あの時代によくそんなことがと思う出来事です。現在では宇
宙ステーションを往復する時代になり、今、茗渓学園出身の星出さ
んが宇宙ステーションに滞在しています。科学は着実に進歩してい
ます。我々が手軽に宇宙飛行できる日はいつなんでしょうか。

野堀喜作ガバナーエレクト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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