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大野 治夫 会長挨拶  

１月５日（木） 例会報告 
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 あけましておめでとうございます。本年もよ

ろしくお願いします。私の年度が残り6か月

とりました。昨年は何事もなく経過できたの

ではないかと思います。残す6か月、大きな

行事としては、2/11のＩＭ・5/27・28の地区

大会です。年を明けるとあっという間に終

わってしまうのではないかと感じています。 

昨年はトランプ氏が大統領になり、株価が

下がると言われましたが、逆に株も上昇し

ました。さて、今年は酉年ですが、酉年の人口が少ないそうです。逆に多いのが丑年です。  

今年も蘊蓄やります。「厄除け」について厄は前厄、本厄、後厄。数えで本厄になる男性

は、平成5年生まれと昭和51年生まれの方、女性は平成11年生まれと昭和60年生まれ、

昭和56年生まれの方、男女共通で昭和32年生まれの方が本厄となります。続いて「方位」

について方位の吉凶は、引っ越しや転勤など動く行動が原因となり災いを招いてしまうという

ことです。凶方位については、大きく分けると２つあります。1年を通して誰でも凶方位は「五黄

殺・暗剣殺」と個人別の方位があり「本命殺・本命的殺」があります。五黄殺は、南で難

病、事業不振など強烈な災いを及ぼし、本命殺は北の方位で突発的や即発的に主に外

部からの大きな災災を被ります。本命殺は自分の生まれた年の方位で自身の健康・仕事へ

のあらゆる面で災禍を及ぼし、本命的殺は正反対の方向で本人自身の大きな災禍となりま

す。2017年、皆さまのご協力をよろしくお願いいたします。 
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篠崎 忠志 幹事報告  

 

第7回目の理事会が開催されました。 

来月のプログラムの件 

 2月2日 理事会と例会・半期の決算

報告・つくば学園ロータリー基金・斉藤直

前会長から話を頂く 

 2月11日  第6分区のインターシ

ティーミーティング開催 

 2月16日 五十嵐市長をお招きし、

唱和卓話を頂く 

 2月23日 会員卓話：水戸証券つく

ば支店長の高畠会員より、「今年の株価

と展望」 

 

クリスマスパーティの会計決算報告の件 

つくばの森創成とロータリークラブエイドステーション決算報告の件 

今年のダン魂開催の件 

インターシティーミーティングにてアンケート結果報告の件 

寒い日が続きます。みなさま健康に十分気を付けて仕事にクラブ活動に頑張ってください。 
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2017年の抱負  小城  豊会員  

新年あけましておめでとうございます。 

 

第一に7月から会長職を仰せつかりま

して、皆さまのお力をお借りしまして一

年間全うするとします。これから2月、

3月になりますと地区協議会、会長

研修会など次年度の動きが出てきて

忙しくなるのではないかと思っていま

す。時がたつにつれ、肩の荷が重く

なってきくると思います。会長になるの

も、あと半年程ありますが、一生懸命

頑張ってスムーズにバトンタッチできる

よう準備してまいります。 

 

二つ目には今年は年男に本厄、還暦と３つのすごい年になってしまいました。還暦はとうとう来てしまったなとい

う感じです。私として還暦は起承転結の「結」の部分にあたるのかと思っています。 

今まで何気に過ごしてしまったことに反省をしてこれからは一年一年を真剣に、また悔いの無いように行動でき

るように頑張っていきます。長年やっているフライフィッシングも水辺、岩の上、山の中と様々なところで行い、と

てもハードな釣りなので、一生できる趣味ではないと感じているので、これから一回一回を確実に大切にしてい

きたいと思っています。そしてフライフィッシングのスキルも高めていきたいと思っています。 

三つめは仕事の話になります。タクシー業界も年々厳しくなってきています。ドライバーも不足してきており、燃

料の値上がり、需要の低迷も重なり、2005年はタクシー業界は1兆9000億円ありましたが、前年は1兆5000

億もの売上げに変わり、4000億も売り上げが落ちてしまったという結果が出ています。零細企業は廃業という

事態も起きています。一方ではAIの普及により数年で自動運転のロボタクシーが実用化の実現と言う事も

考えています。また、「ウーバー（Uber）」というスマホのＧＰＳ機能を使った白タクが出てきました。東郷会員が

アメリカで使用してすごくよかったとの声も聴きています。今後、タクシー業の10年後はどうなっているのかと不

安にもなりますが、時代の先端に立てるよう、とにかく頑張ってまいります。 

  

 今年も皆さんと楽しいロータリーライフとなりますよう頑張っていきます。 
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 2017年の抱負  山口  一也会員  

 
あけましておめでとうございます 

10か月ぶりの例会参加です。 

清水会員より「なにをやっているんだ」と

例会に来いといわれ、年末のクリスマス

会のときに連れてきた部下がかわいいの

で、なにをやっているんだと「お前の仕

事はそれだけでいいんだ」と言われホッ

と胸を撫で下ろし、気軽に例会に参加

できました。 

私は昭和44年生まれの今年年男で、

48歳になります。 

今年の抱負は３つあります。 

まず一つ目は例会に月2回必ず参加する事をクリアしていきます。 

二つ目は趣味でランニングをやっていてつくばマラソンで１０ｋｍ45分を切りたいと思います。 

このきっかけは、マラソンをやるお客様に元日本代表のマラソンランナーがいて、その方とのご契約の際にラン

ニングについて手ほどきを受け、45歳すぎてからランニングを始めております。 

50分くらいの記録ですが、次回のつくばマラソンで45分を切ってみたいと思っています。 

三つめは、仕事で住宅業界に携わっているので、今年低単層街づくりを取り組もうと思っています 

低単層とは地球上の温室効果ガスの気温上昇による気候の変化があります。その元凶となります温室効果

ガスを削減する取り組みをしていきたいと思います。 

企業としては温室効果ガスの削減は進んでいますが、民間部分では2013年度比で2030年には４０％も削

減しないといけない状況にあります。 

特に住宅業界は遅れていて最近よく耳にする言葉で「ゼッチ（ＺＥＨ）」という言葉があります。Net Zero En-

ergy Houseといういみですが、高断熱の住宅に小エネルギーの機器を使って家庭内で消費するエネルギー

よりも再生するエネルギーで賄えるようにしようという取り組みを住宅業に拡販しています。 

つくば市は国の政策よりもワンステップ上の取り組みを考えていて、その取り組みに私たちも積極的に取り組

んでいこうと今年度は研究学園の方でもの町全体を「ゼッチ化」した住宅を作っていきたいと思っています。 

まず住宅業界はいろいろありますが、大和をはじめとするハウスメーカーを「ゼッチ化」に加速をつけてトップラン

ナーとしてやっていきたいと思っています。 
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スナップショット  



2016-17 Vol.23 TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

■ Page 6 

 

Congratulations  1月の誕生日・奥様誕生祝い・ご結婚祝い  

1日 野堀喜作 様 

2日 小関 迪 様 

18日 吉岡隆久 様 

22日 秋元佳祐 様 

22日 中野 勝 様 

23日 北島睦男 様 

24日 磯山正蔵 様 

24日 菅原 俊 様 

28日 塚越俊祐 様 

30日 志保達郎 様 

31日 川﨑庄一 様 

1日 菅原浩子 様 

3日 大里裕子 様 

8日 阿部京子 様 

13日 馬場二三子様 

15日 中野真粧美様 

21日 沼尻恵里子様 

誕生日 奥様誕生日 

6日 

増田忠則 様 
♡ 

  正子 様 

9日 

藤川雅海 様 
♡ 

 美也子 様 

18日 

路川淳一 様 
♡ 

  優子 様 

19日 

星 栄一 様 
♡ 

  香織 様 

21日 

木村英博 様 
♡ 

   綾 様 

22日 

本多史郎 様 
♡ 

  景子 様 

ご結婚祝い 

お誕生日・ご結婚記念おめでとうございます！ 
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猪野研一  

年末また、当て逃げされてしまいました。 

ニコニコで、報告させていただくのは3回目。2度あることは3度あ

るものなのですね。  

大野治夫   
皆さん、あけましておめでとうございます。後、残り6カ月、どう

ぞよろしくお願いします。    

小関迪 
新年あけましておめでとうございます。 1月2日で８０歳になり

ました。今年もよろしくお願いします。  

木村英博      

皆様、新年おめでとうございます。１月１９日の江戸屋さんでの

新年会よろしくお願いします。さて、新春は、宮城に里帰りして

おりました。父が孫を連れて仙台新売りに出掛けたときに、警察

に呼び止められてシートベルトで捕まってしまいました。その時

父が、警察に「ベルト」してるだろう！と言って振り返ると、３

歳の孫が仮面ライダーベルトをしていました。父の偉大さを感じ

るワンシーンで、ほっこりした正月を過ごせました。2017年も楽

しく良い年に成るよう頑張って参ります。 

清水義之  
昨年は、公私共に大変な一年でした。今年は、どうかな・・・？ 

新春の占いでは、更に悪そうでしたが・・・！？   

鈴木昌実       
新年あけましておめでとうございます。皆様にとって飛躍の年に

なりますように！   

高田稔美  今年もよろしくお願いします。  

中山正巳  

明けまして、おめでとうございます。新春早々、無届欠席になり

そうになりましたが間に合いました。今日は大野会長の、新年の

薀蓄を聞きに来ました。本年も宜しくお願い致します。    

野澤俊夫 
明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたし

ます。  

星栄一  
明けましておめでとうございます。本年も改めて宜しくお願い致

します。会社創立 2014.1.23 ３年目を迎え４年目です。 

村上義孝  

明けましておめでとうございます。 明日、十数年ぶりに伊勢神

宮にお参りに行ってきます。（はとバスの添乗員で行って以来で

す。）  

 
ニコニコBOX 
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村上憲範   おめでとうございます。 本年もよろしくお願い申し上げます。  

山﨑幸登    
新年あけましておめでとうございます。本年も宜しくお願い致し

ます。  

 
ニコニコBOX 

本日の合計 40,000円 

本年度累計 726,000円 

会員数 出席数 欠席数 
内無断 

欠席数 
出席免除数 メイクゲスト 出席率 

82 57 25 3 3 0 72.15% 

 
無断欠勤ゼロ、出席率向上を目指して  

 
今月のニコニコ大賞  

ニコニコ大賞 おめでとうございます！ 
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〒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 

地域に役立つクラブを目指そう！！ 

2016-17年度 RIテーマ 
つくば学園ロータリークラブ  

例会日： 

例会場： 

木曜日 １２：３０～１３：３０ 

オークラフロンティアホテルつくば 

１．真実かどうか 

２．みんなに公平か 

４つのテスト 

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 

つくばオールロータリアンFaceBook同好会は、つくばの３クラブのロータリアンとローターアクト、インターアクトの 情報などをFaceBook上で共有していま

す。皆様、ぜひご活用ください 

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  

 

ホームページもご覧下さい 

http://www.46gama.com/  

つくば学園ロータリークラブ

京都山城ロータリークラブ 
（第２６５０地区） 

友好クラブ 

プログラム予告  １月・２月 

公開  https://www.facebook.com/tsukubagakuenrc/?fref=ts  

非公開 https://www.facebook.com/groups/1482018048750125/?fref=ts  

非公開QRコード 公開QRコード 

01月19日（土） 移動例会 19:00～20:30 「新年会」 新春ゴルフコンペ：筑波東急ＧＣ スタート9:00（集合8:30） 

01月26日（木） 例会 12:30～13:30  招待卓話 つくばジオパーク推進室「筑波山地域 日本ジオパーク認定」 

02月02日（木） 理事会11:00～12:00  役員・理事 Ｐ委員長、親睦委員長 

02月02日（木） 例会  12:30～13:30・会長年頭挨拶 半期決算報告 「つくば学園ロータリー基金について」齊藤委員長  

                会員奥様誕生結婚祝 12月ニコニコ大賞 

02月09日（木） 休会 2/11（土）に振替の為 

02月11日（土） Ri第2820地区第６分区「IM/インターシティーミーティング」 場所：ホテルマロウド筑波（TEL：822-3000） 

   13:30 登録・受付 14:00 開会 14:30 基調講演 16:05 発表「クラブ満足アンケート集計発表2クラブ」 

   17:00 懇親会 18:40 閉会 

02月16日（木） 例会 12:30～13:30  招待卓話 つくば市市長 五十嵐立青氏「つくば市政について」 

02月23日（木） 例会 12:30～13:30 会員卓話 水戸証券株式会社つくば支店 支店長 高畠克友会員 「今年の株価の展望」 

https://www.facebook.com/tsukubagakuenrc/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/1482018048750125/?fref=ts

