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2012-13中山 

６月１３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 

会長点鐘と幹事報告 / 新入会員入会式 / 事業報告 / お客様ご挨拶 

連絡事項 / 退職挨拶 / その他   

 会長点鐘と幹事報告   
(1)世界平和フォーラム広島への参加のお礼状が届いています。 

(2)例会変更案内の件 かすみがうらRC,石岡RC,土浦中央RC 

  メイクされる方は事務局に確認してください。 

 

 会長点鐘と幹事報告 

2013/06/13 

Vol. 44 

 古本 朝彦 様   

 入会にあたり中山会長よりご推薦をいただきありがとうございました。父のあとを引き継ぐ形で入会させ

ていただきました。このクラブで自分がどのように振舞うべきか、どう貢献して行けばよいかまだまだ分か

りませんが、ぜひ皆様方にご指導いただきクラブの発展に貢献していきたいと思います。 

 野澤 俊夫 様 
 中山会長、増山会員のご推薦で入会させていただきました。仕事は建築の構造設計です。昭和25年3月に

東京都豊島区池袋で生まれました。趣味は野球とフライフィッシング、ゴルフを少々というところです。こ

の会の趣旨について理解を深めていきながら活動していきたいと思います。 

 猪野 研一 様 
 つくば市古来で司法書士を開業しています。出身は小美玉市、旧小川町です。つくばで開業するときに野

堀ガバナーにお世話になり、そのご縁で入会させていただくことになりました。教えていただくことが沢山

ありますが、よろしくお願いします。 

 新入会員入会式 

猪野 様 野澤 様 古本 様 
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 各委員会事業報告 
 会員増強・会員選考・職業分類 川﨑 委員長 

 会員増強例会を年4回実施しました。第1回目は例会でテーブルごとの協議

をし色々な意見を出し合い増強に対する意識が高まりました。第2回目は入会

3年未満の会員を対象に新入会員研修会を実施しました。第3回目はこれまで

議論した内容を報告しあい、さらに会員増強の意識を高めました。第4回目は

会員推薦候補者を話し合い、それを基に新入会員セミナーを実施しました。本

年度の会員数は期首63名に対し入会9名、退会5名で現在4名増の67名です。

歴史をたどると9年前の塚田年度の79名を最後に60名台がずっと続いていま

す。ぜひ70名台を復活させていただきたいと思います。 

 出席委員会 矢島 委員長 

 出席率70％以上を目標に掲げましたが、達成できませんでした。しかしな

がら最高の出席率は82％という時がありましたし、地区大会等のイベントの

出席率は90％になりました。次年度は平素の例会にもぜひ出席いただいて出

席率の向上を期待したいと思います。また無断欠席ゼロを掲げましたが、これ

も達成できませんでした。うっかり忘れたとか、会場が違っていたとかもあり

ましたが、例会の案内には留意していただきたいと思います。 

 クラブ会報・広報 中野 委員長 

 クラブ活動が行われている内容を、できるだけ早く、確実に、参加された会

員はもとより欠席された会員やＯＢ会員の方々にも伝わるよう活動しました。

具体的には(1)文字ばかりでなく、沢山の写真を活用し、目で見てわかる会報

作りに取り組みました。(2)Facebookを積極的に活用し、つくば市内3クラブ

とローターアクトとの情報共有、交換を促進し、会報に反映できるようにしま

した。(3)会報の基本フォーマットを統一し、作成時間の短縮化を図りまし

た。(4)ホームページ上での掲示、メール配信により欠席された会員やＯＢ会

員の方々にも活動内容がわかるようにしました。(5)出席率を掲載し、出席率

向上と無断欠席撲滅に向けた注意喚起を行いました。 

 広報としては、「ロータリーの森創り」と「中学生と語る会」の2つの活動

を茨城新聞「ロータリー情報館」に投稿しました。また、茨城新聞に広告を掲

載し、クラブの宣伝活動を行いました。 

 ロータリー財団 上野 委員 

 本年度は一人$130を目標に活動し、達成することができました。次年度は

一人$150を目標にやって行きます。ベネファクターは野堀会員に＄2,000、

石井健会員に＄1,000の寄附を頂きました。ロータリー財団の活動は世界に向

けてのボランティアですので、今はポリオ撲滅に向けて世界が一つになろうと

いうお金です。もう一つは我々が大きな企画を立ててマッチング･グラントし

ながらやって行くという方針のものです。今後もご協力お願いします。 

 米山奨学会 田上 副委員長 

 本年度は米山奨学生の受入れはありませんでしたが、水戸西RCで支援の筑

波大大学院生 周琳 さんの卓話を実施しました。寄附の実績は、普通寄附

322,500円、特別寄附880,000円、その他30,000円の合計1,232,500円

と次年度世話クラブとしてのラインには達しました。 
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 連絡事項 
 ガバナー公式訪問に向けて 井田 副会長 
 次年度の会長・幹事の会合が6月12日(水)に行われました。本年度ガバナーを輩

出した関係で、次年度の長谷川ガバナーの公式訪問が7月18日(木)に行われます。

7月4日(木)には第6分区ガバナー補佐の石岡87RC 青柳 様が来訪され、公式訪問

の準備をします。7月18日(木)は皆様出席されますようお願いします。 

 お客様ご挨拶 
 第6分区ガバナー補佐 土浦南RC 稲本 修一 様 
 野堀ガバナーの下、なんとか1年間務めさせていただきました。厭々ガバナー

補佐を引き受けたわけですが、分区内10クラブを三十数回訪問しまして色々なこ

とを学ばせていただき、今はよかったと感じています。つくば学園RCは柴原実

行委員長を先頭に地区大会を立派に成功させました。大変ご苦労様でした。ま

た、分区の活動としてチャリティーゴルフ、IM、GSEとその都度ご協力いただき

ありがとうございました。分区の行事が滞りなく終了できたのもロータリアンの

友情のおかげと感謝しています。1年間ありがとうございました。 

 ガバナー事務所 田村昌子 様 退職挨拶 
 田村 昌子 様 
 ガバナー事務所に1年半、何も分からないところでいろいろとご迷惑をおかけし

たと思いますが、皆様のご協力でなんとか務めさせていただきました。ガバナー

事務所は8月までありますが、次の職が決まりましたので一足先に辞めさせていた

だくことになりました。いろいろお世話になりありがとうございました。 

 6月13日 例会スナップ① 

 古本様、野澤様、猪野様 入会おめでとうございます。 

よろしくお願いします！！ 
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 6月13日 例会スナップ② 
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  ニコニコBOX 6月13日 

 
本日の合計       104,000円 

累計金額    1,662,100円 

 阿部 哲次 
ここ数回連続して例会を欠席して申し訳ありませんでした。何を優先するかは、

人それぞれだと思いますが、スケジュール管理の難しさを改めて感じました。 

 猪野 研一 本日よりお世話になります。よろしくお願いします。 

 浦里 浩司 会長自ら、幹事報告ご苦労様です。 

 大堀 健二 
結婚記念ありがとうございます。10周年で子供が生まれたので、記念の20周年

での事業を計画する年にしたいと思います。 

 川﨑 庄一 各委員会の委員長の皆さん、１年間ご苦労様でした。 

 下村 正 
野澤さん、是非野球同好会に入会願います。クラブのレギュラーに技術は関係あ

りません。真面目に練習でＯＫ！ 

 下山田 和司 海外研修で、タイ（バンコク）へ行ってきました。日本企業は元気です！ 

 鈴木 敏雄 
ガバナー事務所を当ホテルに置いていただきまして、有難うございました。行き

届かいな点もございましたでしょうが、どうぞお許し下さい。 

 中山 正巳 

稲本ガバナー補佐、本日は来訪ありがとうございます。一年間お疲れ様ででし

た。古本さん、野澤さん、猪野さん、入会有難うございます。よろしくお願いし

ます。  

P.S. 先日孫が二人に増えました。 

 野堀 喜作 
猪野君、古本さん、野澤さん、入会頂きましてありがとうございます。楽しい

ロータリー活動をいたしましょう。 

 野堀 喜作 稲本ガバナー補佐、一年間お世話になりました。有難うございました。 

 野堀 喜作 

明日から、ポルトガルの大会に出発します。帰国が28日になりますので、本日

が最後です。1年間大変お世話になりました。これで２ケタのニコニコ達成で

す。 

 増山 栄 
猪野さん、野澤さん、古本さんよろしくお願いします。 

野堀ガバナー、無事にリスボンで再会しましょう。楽しみにしています。 

 皆葉 真治 
小城さんからの通知表をいただきました。成績の悪さにビックリしました。何と

か、帳尻を合わせようと思います。頑張ります! 

 稲本 修一 

（ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐） 
一年間大変世話になり有難うございました。 

本日のお客様 

 第6分区ガバナー補佐 

 土浦南RC 稲本 修一 様 

 出席率報告  6月13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 

68名 49名 19名 3名 2名 1名 75.75％ 



 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 
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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 
広報ではクラブの奉仕活動を茨城新聞のロータリー情報館に投稿し

ています。今年度も3月に「中学生と語る会」の活動を投稿し(５月

29日掲載)、これで今年度のお役目も無事終了と安心しきっていた

ところ、7月第1週目のロータリー情報館はガバナー輩出クラブが担

当という話が突然舞い込んできて大慌てしてしまいました。近々の

主立った活動を投稿してしまった後でしたので、ネタ探しが大変で

した。会報もあと2回、気が抜けません(^_^;) 

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 6/7月・地区関係・ローターアクト 
  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  19:30 

  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  12:30 

              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   12:30 

              6月ニコニコ大賞 

  7月  3日(水) つくば学園RAC  7月第1例会             ホテルグランド東雲  19:30 

              「冨田年度キックオフ例会」 

  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   12:30 

                第6分区ガバナー補佐 青柳廣則 様(石岡87RC) 

  7月11日(木) 7月第2例会 理事・各委員会委員長事業計画発表        ホテルオークラ  12:30 

              つくばシティRC 会長・幹事訪問 

              会員誕生祝 

  7月18日(木) 移動例会   RI第2820地区                ホテルグランド東雲  12:30     

                 長谷川國男ガバナー公式訪問 

  7月25日(木) 移動例会   直前会長・幹事慰労会                ひたち野    19:00 

 


