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2012-13中山 

３月７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 

会長挨拶 / 幹事報告 / 認証式 / 2013-14 地区役員･委員 / つくば学園ロータリー基金 

  地区大会準備 / 連絡事項 / 結婚祝・奥様誕生祝 / あんたが大賞 / その他   

 中山 正巳 会長 
 真ん中の席がぽっかり空いていますが、本日は会場が東雲ということで勘違いさ

れてオークラに向かった方もいるかと思います。私も恥ずかしながら入会当時は木

曜日が例会日ということをすっかり忘れ無断欠席をしたり、会場を間違えたりと

やっていました。木曜日は例会に出るという癖をつけていただければもっともっと

出席率が上がるのかなと思います。 

 本日は理事会があり、5月17(金),18(土),19(日)に2泊3日で広島の世界平和

フォーラムに参加する計画がされています。地区大会が終わった後の懇親を深める

意味で観光も兼ねますのでぜひ参加していただきたいと思います。また、来月のプ

ログラムは地区大会一色になります。今後も皆様の協力なしには進みませんのでよ

ろしくお願いします。 

 会長挨拶 

2013/03/07 

Vol. 33 

 幹事報告 ～理事会報告～ 
 大里 喜彦 幹事 
(1)例会変更案内の件 

 ・つくばシティRC 3/28(木) 移動例会「東京スカイツリー」見学 

(2)4月プログラムの件 

 ・4/4(木) 3クラブ合同例会「観桜会」、それ以外は地区大会準備 

(3)会員退会の件 

 ・人事異動により岡本会員、須藤会員が3月31日で退会 

 ・4月より水戸証券より高畠克友 様が須藤会員に代わり入会予定 

 なお、お二人の送別会を3/27(木)に開催予定で案内を送付しました。 

(4)ピンクリボンフェスティバルに1万円の協賛 

(5)世界平和フォーラム参加の件 

 ・5/17(金) つくば駅発7:00、広島着12:30、開会式参加。夜は懇親会(つくばナイト)。 

 ・5/18(土) 式典参加後、宮島観光。夜は懇親会(茨城ナイト)。 

(6)京都山城RC 地区大会出席の件 

 ・4/29(月・祝) 大会2日目の昼頃、総勢19名がつくば着予定。 

(7)米山奨学生を本年も受け入れ予定(担当カウンセラー：東郷会員)。 

(8)RAC地区大会 日時：5/11(土)、場所：下館 

(9)事務局パソコンの入替実施 
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 2013-14 地区役員・委員 委嘱 

(敬称略) 

 ロータリー財団ポールハリスフェロー 
 

    鈴木 敏雄 会員  3回目 

 

    皆葉 真治 会員   初 

 認証式 

 つくば学園ロータリー基金について 

 下村 つくば学園ロータリー基金委員長 
つくば学園RCでは会員から寄附金をいただく米山奨学会、

ロータリー財団以外につくば学園ロータリー基金というものが

あり毎年1万円づついただいていました。これはクラブの10周

年の時にあった100万円を何かに生かそうということで始まっ

たもので、趣旨として「この基金を認定することによって教

育、福祉、国際交流などに対して助成金を支給し、よってロー

タリーの理想に寄与せんとするものである」となっています。

しかし、米山に加えこの基金では負担が重いということと、米

山奨学生は奨学金をもらうだけでその後はクラブとの縁がなく

なることが多いという事情で、いつの間にか米山1万円、基金

1万円となりました。ところが、3年前に奨学生を呼びたいと

いうことで米山を2万円にし、基金の寄附をなくしました。現在、基金としての残高が600万円超あり

ます。税務上、任意団体がこれだけのお金を持つことは好ましくありません。過去に筑波大生のために

使ったことはありますが、このお金をどうするかということを考えねばなりません。これまでにこのお

金を流用したいとの提案がありましたが全て却下されてきました。今の基金の定款では海外の留学生に

しか使えないような文言ですので、私はこれを災害支援等にも使えないかと考え基金の定款を変えたい

との提案を理事会でさせていただき継続審議となっています。みなさんもぜひ考えてみてください。 

2013-14地区役員・委員 会 員 名 

 地区諮問委員・ガバナー指名委員 

 地区研修サブリーダー 

 米山記念奨学会担当カウンセラー 

  

 野堀 喜作 

 地区諮問委員  吉岡 昭文 

 地区幹事  増山 栄 

 地区資金委員  鯨井 規功 

 新世代奉仕・ローターアクト委員  下村 正 

 クラブ奉仕・クラブ会員組織委員長  石井 健三 

 ロータリー財団 資金推進委員兼補助金委員  大堀 健二 
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 ３月７日 例会スナップ① 
 

 連絡事項 

 大野 職業奉仕委員長 
第2回職場訪問 日時：3月14日(木) 

         場所：「(資)浦里酒造店≪霧筑波≫」見学＆試飲会 

 

         集合 15:20 研究学園駅 ホテルベストランド前  

         見学 16:00～ 

 

職場訪問後、ホテルベストランド「わだ家」にて移動夜例会となります。 

 地区大会準備 

 川﨑 副実行委員長、下村 事務局長 
4月は地区大会一色です。皆様の協力なしにはまとまりませんのでよろし

くお願いします。また、今日は懇親会、会場担当部門の打合わせを行いま

す。地区大会準備の進行状況としては6割程度まとまってきました。これ

からが大切な細かな打ち合わせが必要になってきます。ぜひ成功をおさめ

ましょう。 
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 ３月会員結婚祝・奥様誕生祝 
 

  奥様誕生日 

   8日 野堀 敏子   様 

 27日 浦里 晴美 様 

 28日 増田 正子 様 

 ２月あんたが大賞(ニコニコ大賞) 

  結婚祝い 

   1日 吉岡 隆久♥京子  

 13日 赤羽 功次♥治子 

 15日 田上 憲一♥幸子 

 

 石井 健三 
先週手術を終え無事にきれいになりました。一応

リセットできて精神的にも元気になりました。 

 ３月７日 例会スナップ② 
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 ニコニコBOX ３月７日 

 

本日の合計       67,000円 

累計金額    1,168,100円 

 赤羽 功次 

結婚祝いありがとうございます。 

3月13日で結婚30周年です。何婚式だか忘れましたが、娘たちが来週

祝ってくれると言っていました。次の40周年目指して、夫婦仲良くしてい

きたいと思います。 

 石井 健三 ありがとうございます。元気に頑張ります。 

 磯山 正蔵 あんたが大賞！ありがとう。よろしく。 

 浦里 浩司 
妻の誕生祝いありがとうございます。21日？24日？27日のどれが誕生日

かピンとこないので、帰ってからそれを良く確かめないと・・・。 

 大里 喜彦 

昨日のクラブ内ゴルフコンペ、お陰様で優勝しました。ありがとうござい

ます。しかし、花粉の飛散が激しいですね。早く5月にならないかなぁ

～。 

 鬼沢 一彦 

IMに参加しました。1回目は地区大会PRで岩瀬へ。ご年配が多いと感じま

した。2回目は、土浦でお勉強でした。若い方が多いと感じました。JCの

知人と再開することができました。ありがとうございました。地区大会で

も県南友人との再会も楽しみです。 

 須藤 宏達 

「中学生、小学生と語る会」で、真剣にメモを取る子供たちの姿を見て、

将来に希望を持てる社会を築く、親の責任を改めて感じました。小学5

年、中学2年の子供を持つ私としては、つくばの教育環境が、とてもうら

やましく思います。 

 中山 正巳 
クラブ新年ゴルフコンペに欠席しました。本日、中野委員長より返金があ

りましたので、そのままニコニコに収めます。 

 高野 勝 

この度、ホテルベストランドの2階に、バーラウンジ（ワイズ）がオープ

ン致しまして、大勢の皆さんに、お祝いをいただきましてありがとうござ

いました。是非大人の隠れ屋にお遊びください。和装の淑女がお待ちして

おります。 

 田上 憲一 結婚祝いありがとうございました。 

 塚越 俊祐 

啓蟄を過ぎ、自然界が動き出す季節になりました。気温が、今週は3月下

旬～4月中旬程度になるとのことです。 

体調管理に留意して楽しい春を迎えましょう。 

 前島 正基 家内への誕生祝い、ありがとうございました。 

 宮武 孝之 今回、転勤はありませんでした。頑張ります！ 

 市川 一隆 本日はありがとうございます。地区大会ゴルフもよろしくお願いします。 



 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. 33 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 
東日本大震災から2年。映像を通した被災地は少しづつ復興が進ん

でいるかのごとく見えますが、今なお避難生活を余儀なくされてい

る方々が30万人超、現実はまだまだ厳しいようです。ロータリーで

は“希望の風奨学金”により被災遺児の学業を支援しており、今度

の地区ゴルフではチャリティ募金を行いこれに寄付する計画がされ

ています。私たちにできる支援は限られますが、少しでもお役にた

てばありがたいと思います。 

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 3月/4月・地区関係・ローターアクト 
  3月14日(木) 移動例会 第2回職場訪問「浦里酒造」          研究学園駅 集合   15:20  

            懇親会「わだ家」          ホテルベストランド「わだ家」 18:00 

  3月21日(木) 3月第3例会 地区大会準備、会員誕生祝           オークラホテル 12:30 

  3月28日(木) 3月第4例会 招待卓話「海外の医療事情について」      オークラホテル 12:30 

  4月  4日(木) 3クラブ合同例会「観桜会」、地区大会決起大会     ホテルグランド東雲  18:00 

  4月11日(木) 4月第2例会 地区大会準備、奥様誕生･結婚祝              オークラホテル 12:30 

 

本日のお客様 

 つくばシティRC 会長 

  市川 一隆 様 

 出席率報告  3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 1名 81.25％ 


