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It is the 27th year since 1986

７月２６日（木） 例会報告
Index
会長点鐘と幹事報告 / 第６分区 直前ガバナー補佐ご挨拶 / 各委員会事業計画発表
新入会員卓話 / 親睦委員会より / その他

/

会長点鐘と幹事報告
中山正巳会長

大里喜彦幹事
（１）他RCより例会変更の案内が来ていますのでメー
クされる方はご確認ください。
（２）７月２５日より野堀ガバナーの公式訪問が始ま
りました。随行にご協力くださる関係者の方よ
ろしくお願いします。

第６分区 直前ガバナー補佐のご訪問とご挨拶
第６分区 直前ガバナー補佐

土浦ＲＣ 大槻 利夫 様

前年度は大変お世話になりました。お陰様で無事大役を果しました。そ
れぞれのクラブに事業がある中、分区ゴルフ、IM、GSEなど分区の事
業にご協力いただき大変ありがとうございました。また、つくば学園
RCには大木ガバナーの提唱された合同公式訪問をつくばシティRCと共
に実施していただき大変感謝しております。私としてはガバナー補佐と
して沢山の方と知り合いになれたことが大きな宝物です。一年間ありがとうございました。

12-13年度 各委員会事業計画発表①
プログラム委員会

菅原 俊 委員長

話題となっている社会事情、最新情報などを中心にそれぞれの分野における外部
卓話を依頼していきます。例会時の食事時間は卓話の時間の充実と会員相互の親
睦を図るためSAAと相談し決めていきたいと思います。また、会員相互の交流
と親睦を深めるために夜の例会を実施します。会員の例会出席率の向上と会員増
強のできるプログラムの作成に努めますのでよろしくお願いします。
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12-13年度 各委員会事業計画発表②
会計

下山田 和司 委員長

クラブ運営資金と奉仕活動資金とを厳正に区分した会計処理を行い
ます。また、幹事との連携を密にし、クラブ資金の受入、支出、保
管及び記帳等に関して厳正な会計処理を行います。以上の会計処理
に関して会計報告基準に則り、四半期毎に年間4回の会計収支報告を
行い、クラブ会員の会計に対する理解を深めていきます。

新世代奉仕委員会

大堀 健二 委員長

つくば学園ＲＡＣ活動の運営確認、指導と協力支援をしていきま
す。RACの活動が皆様の目に見える形にしていきたいと思います。
ＲＹＬＡへは参加意義を浸透させる活動を行いながら次世代リー
ダーの育成支援活動をします。また、地域青少年の育成事業にも積
極的に参加協力または支援を行いロータリー理想の実現に向けて活
動していきます。

国際奉仕委員会

齋藤 修一 委員長

野堀ガバナーの地区にて行う国際奉仕活動事業は、積極的に対応す
べく予算とします。また一昨年より続く国内の大きな災害に対して
十分な費用が賄えるよう継続性が必要な案件のみを予算とし、国内
への奉仕は社会奉仕委員会等他委員会に予算を譲りました。クラブ
内国際奉仕活動に関してはつくば市国際交流協会という団体とお付
き合いしていきながらやっていきます。

米山奨学会委員会

塚越 俊祐 委員長

米山奨学生の世話クラブとなった事を有効に利用し、米山奨学会へ
の理解を深める例会を行っていきます。米山奨学生の受け入れにつ
いては継続的にできる様に努めます。今年度の寄付目標は、会員一
人年額で普通寄付５,０００円、特別寄付２０,０００円です。また、
米山奨学生のカウンセラーをフォローし、卓話などの機会を作って
いきます。

つくば学園ロータリー基金委員会

下村 正 委員長

基金の運営について検討を行い、各会員に理解を深めていきます。
現在、留学生を対象にしていますが、災害時の緊急支援に対応でき
るよう基金運営を検討したいと思います。そのために定款細則につ
いても検討を加えたいと思います。
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12-13年度 各委員会事業計画発表③
ＳＡＡ

飯田 正行 委員長

会長方針の「強いクラブ、元気なクラブ」の実践のため有意義で楽し
い例会運営を行います。例会運営についてはガバナー輩出クラブとし
て来訪者に恥ずかしくない規律をもって行っていきます。また、ニコ
ニコボックスの一人あたり￥３００００を達成できるよう、発表の仕
方、報奨方法等を工夫していきます。

新入会員卓話
阿部 哲次 会員
私は昭和32年4月に日立で生まれました。家は新聞販売
店をしており、私が生まれた年に土浦に越してきまし
た。小城会員とは小学校三年生からの付き合いになりま
す。そのころから家業の新聞配達をさせられ、高校受験
の時にはさすがに受験勉強のため一時やめまして無事土
浦一高に入りました。高校では新聞配達の疲れで授業中
は居眠りばかりでしたので大学受験には失敗し、浪人中
のところ父親が病気になり受験を諦め家業を手伝うよう
になりました。弟も家業を手伝うようになりましたの
で、28歳の時に保険販売店の門を叩き、現在の保険販売
業を始めました。始めて1年後に土浦JCに入り、再び小城会員にお世話になるようになりまし
た。この度こちらでお世話になるのも彼のお陰だと感謝しています。保険業界も10年ほど前か
ら荒波がきており大変な業務ですが、社会的にみれば皆様のリスクに貢献できるという面があ
り達成できた時は有意義な仕事だと感じています。この4月に家業を継いでいた弟が体調を崩
してしまったため、現在は新聞販売業も兼務しています。ＲＣにはいろいろな職業の方がいま
すし、また飲み会等を通じ色々な方とお話しさせていただきました。ロータリーは奉仕の精神
で繋がっている会ですが、お互いの利益を求めるものではないというところがいいと感じてい
ます。いろいろな活動を通じて今後の人生とは人の繋がりであるということで自分を構築させ
て行きたいとおもいますので、これからよろしくお願いします。

親睦委員会から
石井

親睦委員長

同好会の活性化に当たりアンケートをとりましたが、中間報告としてマラソ
ン、二輪の集まりが良くありません。現時点で22名の方から返答がありません
ので是非ご回答ください。
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7月26日会場スナップ

本日はカレーに野菜サラダです
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2月19日 第6分区 ＩＭ スナップ
２月にラ・フォレスタ・ディ・マニフィカ（土浦）で開催されたIMのスナップです。
写真は大槻 直前ガバナー補佐よりいただきました。

ニコニコＢＯＸ ７月２６日
大里

喜彦

下村

正

中山

正巳

皆葉

真治

大槻

利夫

なーんも無いけど、暑いですね！
大槻さん、昨年は大変御世話になりました。富岡小学校への支援一生忘れ
ません。
大槻直前ガバナー補佐、本日は御来訪ありがとうございます。野堀ガバ
ナー公式訪問がいよいよ開始しました。トップバッターは皆葉さん！ご苦
労様でした。これから沢山ありますので、ご協力をお願いします。
昨日25日に、野堀ガバナー第1回公式訪問開始、結城ロータリー・筑西き
ぬロータリーの合同例会に行って来ました。筑西きぬロータリーは100％
出席でした。我がクラブも頑張りましょう！宴会は「うなぎ」でした。
昨年1年間御世話になりました。有難うございました。
本日の合計

だんだん慣れてきましたよ。
本日は５名のニコニコです。
馬場ＳＡＡ委員

出席率報告

累計金額

17,000円
188,000円

７月26日（木） 例会

本日のお客様
第６分区 直前ガバナー補佐
土浦ＲＣ 大槻 利夫 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

45名

11名

2名

2名

1名

71.87％
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無断欠席が2名
です (>_<)
矢島出席委員長
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プログラム予告 ８月・地区関係・ローターアクト
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

毎日々暑いが続きます。じっとしているだけでも汗が吹き出してき
ます。昔は３５℃を超える日がこんなに続くことはなかったように
思います。何時から日本はこんな暑い国になったんでしょう。そん
な日本をよそにロンドンでは熱い戦いが始まりました。日本選手の
活躍に期待してついついテレビに見入ってしまいます。寝苦しい夜
にオリンピックで熱くなり、しばらくは寝不足が続きそうです。

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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