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 ８月２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.  
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 中山 正巳 会長 

当クラブの予算は会員の会費で賄う運営費とニコニコボックスで頂く

奉仕活動資金の二つから成り立っています。しかしながら、奉仕活動

資金については繰越金がどんどん減ってきており、ニコニコボックス

の資金がたまるまでの間奉仕活動ができなくなるような状況です。今

年度は期始めに運営資金から50万円支出していただきますが、前年

度末の予算を見ますと繰越金が39万円ということで返済ができない

ような状況です。健全な資金運営をして予算を全部使い切るわけでは

ありませんがニコニコボックスの協力を強くお願いします。その対策ということで今年度はニ

コニコがある程度まとまった時点で寄付金扱いとして皆様に領収書を出すようにしますので是

非ご協力ください。 

私事ですが、つくば市青少年相談員連絡協議会の会長とそれに付随する4つの役職を引き受け

ました。その中につくば市男女共同参画推進会議というものがあり、そこで興味を引いたのは

未婚率の上昇です。25~29歳の適齢期の男性の未婚率は30年前の約2倍の72.4%です。女性

では約4倍の58.2%になっています。出生率もどんどん下がってきています。社会の流れが男

女共同参画とともにそういう状況になっているのかなとも思います。 

こうした社会の流れを考えますとつくば学園RCでも男女共同参画、つまり女性会員の入会につ

いて検討することがあるかなと思っています。 

 会長挨拶 

 幹事報告① 

 大里 喜彦 幹事 
(1)9月プログラム承認しました。新入会員卓話が2回あります。 

(2)第１回職場訪問 ：9/20木) 開通前の朝日トンネルを歩いて横断。 

(3)下村年度の会計監査、並びに今年度の予算が承認されました。 
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 会員増強月間に因んで 

2012-13 Vol. 05 TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

会員増強 川﨑 庄一 委員長 
8月は会員増強月間です。 

ロータリーの基本はクラブです。クラブは会員で成り立っています。

クラブ奉仕の目的は会員増強にあります。第2820地区には会員数30

人未満のクラブが59クラブ中28クラブあり、特に第7分区に多い状

況です。会員数60人以上のクラブは当クラブをはじめ水戸、水戸

南、土浦南、水戸西、日立の6クラブです。地区全体の会員数は前年

度より17名減って2005名です。その中で会員数60人以上の6クラブでは前年より15名会員

が増えています。会員数の多いクラブは力がある強いクラブであることを示していると言えま

す。これを踏まえまして今年度は強いクラブを目指し会員増強例会を年4回計画しました。本

日はその第1回目で、いかに会員増強を図るかについて皆様に議論をしていただきます。 

身近に該当者がいたらぜひ推薦してください。今年度は10名の増強に対し、現在までに3名増

強、2名の候補者があります。着々と目標に近づいていますのでよろしくお願いします。 

 幹事報告② 
(4)つくば学園RACから2011-2012会計報告、親睦委員長から 直前会長、幹事 慰労会の 

 決算報告がありそれぞれ承認されました。 

(5)新入会員研修を行います。日時：8/23(木) 6:30、場所：山水亭 

  入会3年未満の会員並びに新入会員が対象です。 

(6)豊里中学校からワークフォーラム、中学生と語る会の開催依頼がきています。 

 新世代奉仕委員会 大堀委員長の方で取りまとめお願いします。 

(8)長谷川國雄ガバナーエレクトからロータリー財団地区委員候補に大堀健二会員が推薦されま  

 した。 

(9)第2820地区第1回会長、幹事会が8/18(土) 東雲にて行われます。 

 総勢250名程が集まりますので、受付等での手伝いにご協力お願いします。 

(10)つくばオペラフィオーレに対しつくば学園RC名義で後援することを承認しました。 

 お客様 ご挨拶 

けやきの森治療院 福本 繁幸 様 
けやきの森治療院の福本です。本拠地は兵庫県の明石です。明石で

はつくばと同じ保険診療のマッサージと、法人としてマッサージの

請負業をしています。つくばでは高見原が治療施設拠点、北条が事

務所拠点と２ヶ所でおこなっています。治療は往診、保険診療の

み。患者の獲得はホームページのみでおこなっており、確実に患者

さんにご利用いただいてます。 

つくば市の保険診療に関しては歩行困難、特定疾患がある場合に保

険適用になります。医師の同意書がなければできない治療で、保険1割負担の患者さんの方で

約600円の負担です。よろしくお願いします。 
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 つくば学園ＲＡＣ ８月第１例会情報① 

入会式 
8月1日(水) 鯨井会計つくば事務所にて、つくば学園RCより新世代奉仕委員

長大堀健二様、倉持武久様、馬目圭造様をお迎えし8月第１例会が行われま

した。 

本日より、これまでオブザーバーとして参加してくださっていた枌宏充様を

正式に会員に迎え入れ、つくば学園RACは９名となりました。入会式で

は、雨宮会長からバッジとローターアクト必携が手渡されました。 

枌会員の担当例会は10月17日（水）の予定です。ぜひご登録ください。  

大喜利稽古会 
本日は、余興打ち合わせを兼ね笑点でおなじみの大喜利稽古会を行いました。社会奉仕活動の

一環として、介護施設等での余興につなげられる企画に成長させることが目標です。稽古の成

果は、8月9日(木)つくば学園RCの納涼会の余興に6名でお邪魔し、披露いたします。 

つくばシティＲＣ公式訪問 
8月1日(水)ホテルグランド東雲で行われたつくばシティＲＣの8月第

１例会を会長と幹事の２名で訪問いたしました。雨宮会長が挨拶と活

動方針について発表を行い、会場から大きな拍手をいただきました。

暖かく迎えてくださり、本当にありがとうございました。 

これでつくば市内の３つのＲＣ全ての公式訪問が終了しました。つく

ば学園RC以外のRCとの交流は初の試みです。つくば学園RACのさら

なる発展を目指して頑張ります。 

枌宏充 新入会員(左） 

 親睦委員会から 

石井 親睦委員長 
納涼会の件、現在のところお客様も含めて60名程度の参加の確認が取れてい

ますが、90名程度の予算で企画しておりますので、ぜひご家族お誘いで参加

下さい。できれば、フラダンスショーもありますので男性はアロハシャツ、

女性はムームーを着ていただけると盛り上がるかと思います。駐車場はお店

敷地で約40台、布川会計事務所駐車場もお借りす

る予定です。 

カフェ・ブレーメン 

  つくば市赤塚679-5 029-839-5838 
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 8月2日 会場スナップ 

本日は和食弁当です 

 7月あんたが大賞(ニコニコ大賞) 
今年度はニコニコ大賞を改め「あんたが大賞」として表彰します。        

おめでとうございました。 

赤羽 功次 

会員 

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。 

前島 正基 

会員 

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。 
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 ニコニコＢＯＸ ８月２日 

本日の合計 24,000円 

累計金額  212,000円 

 本日のお客様 

  つくばシティＲＣ SAA委員長 稲葉貞幸 様 

     けやきの森治療院     福本繁幸 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 47名 19名 2名 2名 2名 75.56％ 

 出席率報告  ８月２日（木） 例会 

 ８月奥様誕生祝 
 

奥様誕生日 

  ５日 石川桂子  様 

  ７日 北島昌子  様 

 １５日 大木真由美 様 

 １７日 細田昌子  様 

 １８日 大堀優子  様 

石井 健三 

つくばに、本格的にオペラ公演を上演するために、今回は赤字覚悟で、大オペラ

カーテンとオーケストラを使って上演いたします。ロータリークラブ後援（名前の

み）を頂きありがとうございます。 

磯山 正蔵 何日～？ 郷ひろみ あちち～！  

大里 喜彦 週1~2回裸の付き合いをしている、福本さんを紹介します。 

岡本 武志 

先週、かすみがうらRCのガバナー公式訪問にセクレタリーとして参加してきまし

た。会員数13名、出席10名でした。人数が少ないが、会員増強のための専用チラ

シを作成し、何とお試し期間は会費半額だそうです。 

中山 正巳 

2ヶ月目の会長挨拶をさせていただきました。ありがとうございます。ガバナー公

式訪問が始まっています。公式訪問のお車代を支給しますので、自分の車で随行さ

れた方は、お受け取りください。早速、岡本さんにそのままニコニコに寄付してい

ただきました。 

矢島 定雄 

昨日、人生初めての、ホールインワンがありました。保険は以前にやめていたの

で、大祝いをする事ができませんが、せめてニコニコBOXで気持ちだけでもお祝

いをしたいと思います。 

本日は６名、24,000円でした。 

無断欠席が2名です (>_<) 
それより保

険に入っと

けば・・・

(T_T) 



 友好クラブ 

京都山城ロータリークラブ（第2650地区） 

 プログラム予告 ８/9月・地区関係・ローターアクト 

2010-11 Vol. 45 
TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

  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) 8月第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) 8月第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～  

  ９月  6日(木) ９月第１例会 会長挨拶、奥様誕生・結婚祝他   オークラホテル 12:30～ 

  ９月13日(木) ９月第２例会 新入会員卓話(予定)         オークラホテル 12:30～ 

  ９月20日(木) 移動例会  朝日トンネル見学+お月見例会 

  ９月27日(木) ９月第４例会 新入会員卓話(予定)、会員誕生祝   オークラホテル 12:30～       
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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） 

  

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 

編集後記    クラブ会報・広報委員長：中野 勝 
先日、研究学園駅前で開催された第3回つくコンの手伝いをしてき

ました。男女各300人が駅前の飲食店を利用して交流するイベント

です。今回は男女とも浴衣・甚平等の和装で参加することが指定さ

れていました。そんな姿でワイワイ盛り上がっている若い人たちを

見ていると何とも羨ましい限りでした。今度の例会は納涼会です。

フラダンスショーもあります。我々もドレスコードはハワイア

ン???でパッーと盛り上がり、猛暑を乗り切りたいものです。 

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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