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It is the 27th year since 1986

６月６日(木) 例会報告
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会長点鐘と挨拶
中山 正巳 会長
残り1ヶ月となりましたが、一生懸命務めさせていただきます。本日は野沢様が
お見えですが、他に猪野様、古本様の3名の入会承認を今晩の理事会でいただく予
定です。ロータリーの精神の中に4つのテストというものがあります。(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、というものですが、超我の奉仕をするにあたってもクラブ内の友情の輪
が大切だと思っています。
私の年度はガバナー輩出ということで皆様には大変ご協力をいただきありがとう
ございました。毎月の理事会や第1例会でどんな話をしようかと悩んだ時期もあり
ましたが、本日12回目の挨拶をさせていただいていることを嬉しく思っていま
す。また、クラブ内の親睦を深めるため親睦委員会と協力して同好会活動を推進しました。予算もまだ残っ
ていたのですが、この活動は井田年度に託し、引続き継続していただきたいと思います。新入会員の方にも
いろいろな同好会に入っていただいて友情の輪、皆様と公平な立場でお付き合いをしていただければと思い
ます。
本日はベトナムから一時帰国の岡本元会員が来てくれましたが、友情の輪で繋がっていることを非常にう
れしく思っていますし、皆様と友情を深めていただければと思っています。

幹事報告
大里 喜彦 幹事
(1)水海道RCの50周年式典の御礼状受領。
(2)薬物乱用防止キャンペーン 6月22日(土)13:30～15:00
於 ：イイアスつくば

鯨井 規功 次年度幹事
(1)第2回事前理事会にて次年度組織図、7月プログラム承認。
納涼会にサッカー観戦計画のため、参加人数を事前に把握するためのアンケート
実施予定。
(2)7月4日(木)第1例会にガバナー補佐表敬訪問、7月18日(木)ガバナー公式訪問。
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理事事業報告①
第一クラブ奉仕

井田 委員長

事業としては会員増強、京都山城RCとの友好促進という活動をしてきました。
会員増強は五月末時点で純増２名、先日の会員候補オリエンテーションには9名の参加
があり順次入会いただけるよう準備しています。京都山城RCとの友好に関しては先日の
地区大会へ27名のご参加とその後の懇親会で交流を深められました。
7月からは本年度に勉強させてもらったことを生かして頑張ってまいります。

第二クラブ奉仕

菅原 副委員長

第二クラブ奉仕は出席、会報・広報、親睦、プログラムの各委員会で構成されていま
す。出席委員会では例会への積極的参加を呼掛け、無断欠席も改善されてきています。会
報では会員の出席状況やイベントを読み易く報告し親睦の一翼を担ったと思います。広報
では会員各位の雑誌への積極的投稿を推奨しました。親睦委員会では積極的な行動によっ
てクラブ内の親睦が一層深まったと感じています。プログラム委員会ではタイムリーな話
題を提供するという工夫をし、会員交流の話題を提供させていただいたと思っています。

会計

鯨井 副委員長

クラブ会計はクラブ運営資金と奉仕資金とを正しく区分した処理をしました。また、
会員並びに事務局の協力を得て資金の受払いほか、記帳について規則に則り処理しまし
た。また理事会において四半期ごとの会計報告を実施しクラブ会計の資金の流れについ
て会員の理解を深めることができました。

職業奉仕

大野 委員長

事業として、1つ目のが9月20日に開通前の朝日トンネル見学、２つ目が2月28日に
豊里中学校において新世代奉仕との協業で「第7回 中学生と語る会」の実施、3つ目が3
月14日に浦里酒造の見学、試飲会を行いました。他に五浦の復興支援ということで六角
堂の見学を計画していましたが、これについては広島世界平和フォーラムへの参加に変
更しました。また会員の卓話をいただく計画でしたが、地区大会等の準備がありできま
せんでしたので、次期委員長に申し送りたいと思います。

社会奉仕

篠崎 副委員長

環境保全として11月4日につくば学園RAC、ボーイスカウト団員、留学生の方などを
交え恒例のロータリーの森創生事業を実施しました。地域貢献として11月25日につくば
マラソンの私設給水所の設営を行いました。また、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、「識字率向上」つくば市国際
交流協会への支援としてそれぞれに協賛を行いました。ご協力ありがとうございまし
た。

新世代奉仕

鯨井 委員

1番目がロータアクト活動に対して40万円の支援です。内容は地区大会への参加協
力、チャリティーコンサート支援、例会報告、決算書の提出の指導を行いました。2番目
が青少年育成プログラムの実施です。内容は「中学生と語る会」を開催しました。3番目
が地区新世代事業への参加・協力です。内容は新世代奉仕研究会と第33回ライラセミ
ナーに参加しました。4番目に支援事業として日本ボースカウト第23回ジャンボリーへ
支援金を協賛しました。

国際奉仕

赤羽 副委員長

大きく分けて奉仕活動、運営活動の2つの事業です。奉仕活動については１つ目が
WCS事業の8プロジェクトへの参加、2つ目が社会奉仕委員会との協業でロータリーの森
創り、3つ目が筑波大学の外国人留学生の後援に協賛を行いました。運営活動については
世界平和フォーラム広島への協賛、国際奉仕ロータリー財団セミナーへの参加をしまし
た。最後に当クラブと国際関係の方々との関わりを深めるためにクラブの活動等に参加を呼掛けていただき
たいと思います。
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理事事業報告②
SAA

飯田 委員長

例会運営はお祝品の贈呈や報告事項を食事タイムの前に行い時間調整し、メインの卓
話時間を確保し有意義な運営ができたと思います。来訪者に対してはなるべく時間を作
り一言でもメッセージをいただき当クラブの印象を強くしてもらえたと思います。ニコ
ニコボックスではニコニコ大賞をあんたが大賞と名称変更し、月2人の割合で表彰しまし
た。会員の反応が良かったように思います。一人3万円の目標は移動例会が多く厳しいと
ころもありましたが、なんとか達成できたと思います。最後に、招待卓話の方とは当日
初めて会っての打合わせであり時間、内容の把握が難しかったように思います。前もっ
て打合わせできればスムーズな運営ができると思われます。

ロータリー情報、つくば学園ロータリー基金

下村 委員長

ロータリー情報については本年度はFacebookを積極的に活用し情報を発信できまし
た。今回もベトナムにいる岡本元会員との情報交換も瞬時にでき非常に便利だと感じて
います。仕掛けを作ってくれた石井健会員には感謝しています。
つくば学園ロータリー基金については柔軟に運用できるよう提案させていただきまし
たが、引き続きご検討いただけるようお願いします。

親睦委員会

石井健 委員長

本年は会長方針に沿って家族で楽しむ企画をしてきました。前期は直前会長幹事慰労
会、家族納涼会、お月見会、ロータリーの森バーベキュー会、クリスマス会、後期が新
年会、梅見会、観桜会、世界平和フォーラム広島と沢山の企画を行いました。また、会
員・奥様誕生祝、結婚記念祝を贈らせていただきました。同好会については予算の半分
程度の消化で活動が落ちてきていると感じます。来年度に向けて楽しい同好会で新たな
親睦を深めていただきたいと思います。

お客様ご挨拶
中山 会長
野沢さんは構造設計の専門家で、つくばユーワールドの仕事などをされてき
ました。今回は増山会員の推薦があり、私も喜んで推薦者になりました。

野沢 俊夫

様

まだロータリークラブの勝手がわかりませんが、よろしくお願いします。い
ろんな設計事務所の方と仕事をさせていただいています。今後ともこういう会
を通じていろんな場面で長いお付き合いをさせていただければありがたいと
思っています。

岡本元会員 近況報告
岡本 武志 元会員
3ヶ月のビザが切れた関係で一旦帰国しました。明日またベトナムに戻ります。4
月に赴任して52日間滞在しましたが、言葉の壁があり心が折れそうになったことも
ありました。事業の方は日本語を教えることと機械操作に慣れさせるということを
やっており、かなり能力が高まってきていると感じています。日本に帰ってきて日本
語の溢れる空間を懐かしく思ったのと、こうしてロータリーの皆様に声をかけていた
だき嬉しく幸せな気持ちになりました。また8月に帰ってきますが、見かけたら声を
かけてください。向こうではFacebookが私の生命線になっていますので、ぜひコメ
ントをください。今後ともよろしくお願いします。
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同好会情報
ワイン同好会
本年度最後のワイン会を開催します。
ソムリエに相談したところ6月はワインとスッポンが合うということで、今回の
テーマはフレンチで「スッポン」です。スッポンにウナギ、熟成肉を組合せ、そ
れぞれの個性を生かした味わいとワインを楽しんでいただきたいと思います。
日 時：6月27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

つくば学園ＲＡＣ情報
６月第１例会
6月5日、ホテル東雲にて、つくば学園RAC6月第一例会が行われました。今回は関東ブロック研修会の
報告と、次年度の話し合いの時間が持たれました。他地区との交流やクラブの運営など、アクト活動に
参加することの意義を見つめることのできる例会となりました。

5月30日 地区大会謝恩懇親会 スナップ
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6月6日 例会スナップ

岡本さん、また来てください！！！

６月会員結婚祝・奥様誕生祝

結婚祝い
4日
10日
12日
19日
28日

奥様誕生日

吉岡 昭文♥鞠子
齊藤 修一♥理恵
大堀 健二♥優子
阿部 哲次♥京子
大里 喜彦♥裕子

3日 増山 美紀子 様
8日 鯨井 直子 様
13日 下村 宏子 様
20日 上野 いゆ子 様
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５月あんたが大賞(ニコニコ大賞)
磯山 正蔵

大里 喜彦
中山 正巳

中山年度、最大のイベントである地区大会、大セイコーおめでとうございまし
た。良き仲間たち感動を有難う。生涯忘れない事と思います。学園ロータリー
バンザ～イ！
本日の理事会にて、6月プログラム「会長・幹事退任の挨拶」などと、議題に上
がりました。とっても嬉しくなりました。もうちょっとです。よろしくお願い
します。
広島世界平和フォーラム有意義でした。広島焼きも美味しかった。特に花ちゃ
んママは、美人でした。

ニコニコBOX 6月6日

大野 治夫

明後日入院、来週月曜日に手術して来ます。退院してまた、皆様に元気な姿をお見せできる
よう、頑張ってまいります。
今、ダイエット中で4kg痩せました。後、目標は、3kg! 頑張ります。
会長・幹事様、６月です。いい響きですが、もう終わったと思ってはいけません！！私事で
すが、“ミツバチ”を飼いました。養蜂家の始まりです。
これからは、私を『ヘイ！ハニ～』と呼んでください。
先週の謝恩会、美味しかったですね！フォアグラって言うんですって、本当に美味しかっ
た。この次は、きのことか･･･たまごとか･･･食べてみたいなぁ～ ねぇ～ガバナー
これでノルマ終了です。中山会長はあと１ヵ月あります。

鬼沢 一彦

地区大会、お役に立ちませんでしたが、30日の謝恩会ご馳走になり有難うございました。

石井 健三
石井 一
上野 修
大里 喜彦

北島 睦男
鯨井 規功
鯨井 規功
塚越 俊祐
中野 勝
岡本 武志

先月23日の例会と夜の例会には、近所の不幸の為、更に30日の謝恩懇親会は、翌日が人間
ドックで参加できませんでした。残念です。次の機会には是非とも参加したいと思います。
家内の誕生祝、有難うございます。すっかり忘れてました。今日は、例会に参加してよかっ
たです。間に合いました。有難うございます。
岡本君、ベトナム出張お疲れ様です。大野さん、岡本君の帰国は、ベトナム会社が倒産した
からではないですよ！あしからず!!
中山会長、大里幹事ラスト1ヵ月、ロータリーを楽しんでください。以上！
会報も、あと4報になりました。先日篠崎会員に会報作りを伝授してきました。これで一安
心です。
Xin chao!! 一時帰国してきました。明晩ベトナムへ戻ります。地区大会、広島遠征、フェ
イスブックで見ておりました。皆様ご苦労様でした。フェイスブックは、海外における生命
線でした。今後ともよろしくお願いします。暖かく迎えていただき感謝します。

61,000円

本日の合計
累計金額

1,558,100円
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出席率報告
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6月6日（木） 例会

本日のお客様
(株)アルテック 代表取締役
野沢 俊夫 様
2013年度米山記念奨学生
ファム・ターン・ソン 様

会員数

出席数

欠席数

65名

46名

19名

内無断
欠席数
1名

出席
免除
2名

メイク
ゲスト
3名

出席率
77.77％

プログラム予告 6/7月・地区関係・ローターアクト
6月13日(木) 6月第2例会 各委員会委員長事業報告
ホテルオークラ
6月19日(水) つくば学園RAC 6月第2例会「最終例会・卒会式」
ホテルグランド東雲
6月20日(木) 6月第3例会 クラブ総会、各委員会委員長事業報告
ホテルオークラ
会員誕生祝
6月27日(木) 6月第4例会 会長･幹事退任挨拶、次年度理事事業計画報告 ホテルオークラ
6月ニコニコ大賞
7月 4日(木) 7月第1例会 会長･幹事就任挨拶、ガバナー補佐訪問
ホテルオークラ
第6分区ガバナー補佐 青柳廣則 様(石岡87RC)

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

12:30
19:30
12:30
12:30
12:30

クラブ会報・広報委員長：中野 勝

梅雨のうっとおしい時期になり、と本来ならば言いたい季節です
が、今年は雨が降らずなんとも過ごしやすい日が続きます。各地で
はアジサイ祭りなども多く開催されるようですが、我が家のアジサ
イの花はいまいち元気がないようです。6月11日は暦の上で「入
梅」、一雨いただき、しっとりとしたアジサイの花に囲まれて優雅
な気分に浸りたいもんですね。

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/

