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大野 治夫 会長挨拶  

３月２日（木） 例会報告 
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 本日は保育士についてです。全国で働

くお母さんが多くなり、保育所などに預けら

れる方は、5年間で約34万人増え、全国

で246万人になっています。保育士も増え

て約48万人居るそうですが、まだまだ足り

ないとの事で、「有効求人倍率」は、保育

士の場合2.34倍で採用しにくくなっていま

す。例えば東京都で言うと5.68倍にもなる

ようです。保育士を集められなければ、新

しく保育所を設立できず、待機児童を減ら

すことができません。実は資格があるのに保育士として働かない人が約80万人もいるようで

す。なぜ働かないのか調査したところ、一番の原因が、『賃金の安さ」でした。保育士は平均

月22万円なのに対して、全産業の平均は月33万円とかなりの開きがあり、働かないのが実

情のようです。二番目の原因が「他の職種への興味がある」が４３％、「責任の重さが大き

い」が４０％、「健康と体力が重要」が３９％、「休みが取りにくい」が３７％となります。これ

らの条件で、辞めてしまう方も多く平均勤続年数が7.6年で、全企業の平均12.1年に比べて

短いとの事です。国は賃金アップを進めていて、月額平均6千円上がりました。新年度からは

更に6千円ほど賃金が引き上げられる予定です。勤続7年以上の方には4万円、勤続3年以

上の方には月5千円の増額を行うとの事です。これとは別に地方自治体によってはさらに賃

金を上乗せする所もあり、つくば市は、民間保育士一人当たり月額3万円の補助の待遇改

善を行っていくそうです。 
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篠崎 忠志 幹事報告  

 

第9回の理事会が開催されました。 

 

土浦ロータリークラブ様、例会会場変更及び、 

つくばシティロータリークラブ様、例会上変更の件 

１． 4月のプログラムの件 

   4/6  移動例会（観桜会） 

   4/8  移動例会（3クラブ合同夜例会） 

   4/13 休会 

   4/20 第2回職場訪問 

   4/27 招待卓話  

２． 「観桜会」企画の件 

３． 「第2回職場訪問」企画の件 

４． つくばダン魂開催の件 

５． フレーRC創立15周年記念式典の件 

６． 全国ロータリークラブ野球大会の件 

７． その他 

   DTA（地区研修・協議会）分担金の件 

  地区大会参加費用負担の件 

飯田正行会員 地区副幹事 

（写真：右） 

 

大堀健二会員 財団奨学金学而担当 

（写真：左） 

 

 
地区委員嘱状授与  
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新会員卓話  逆井甚一郎会員  

私の名前は逆井（さかさい）と言います。

逆という字に井戸の井と書いてさかさいと

呼びます。逆井の姓の由来は坂東市に

逆井山という地名があり、そこには有名

な逆井城址公園があります。小山一族

の逆井氏が治めた城です。この近隣の

市町村には700件ほどの逆井姓があり、

この逆井氏からの由来と言われていま

す。逆井城には多々良遺跡があり、以

前に某大学協力のもと発掘作業を行

い、当時の調べでは最先端の多々良技

術をを持っていたといわれます。そのよう

な姓を持つ私ですが、事務所はロータ

リークラブの事務局に隣接したところにあります。以前は古河一高に教員として在職をしていましたが、その後

税理士へとなり、40数年間の間、多くの相続の仕事をしてきました。争いのない相続ができるよう皆さまのお力

になれればと思います。改めてよろしくお願いいたします。 

 

 
新会員卓話  鈴木  一雄会員  

ホテルグランド東雲の鈴木です。生前に

は会長がつくば学園ロータリークラブの

皆さまには大変お世話になったと伺って

います。本当にありがとうございました。私

は7月に当ロータリークラブに入会しまし

たが、以前はつくばサンライズロータリーク

ラブにお世話になりました。サンライズロー

タリークラブから15年ほど活動していま

す。職種は結婚式場としての登録になっ

ていますが、宿泊や宴会も受けていま

す。そのホテルグランド東雲では今年5

月30日に40周年になります。式典を5月

23日に予定しています。かすみがうら市

（旧千代田町）に出店してから50年、つくばに出店してから40年となり、今年はその節目の年になります。皆さ

ま改めてよろしくお願いいたします。 
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Congratulations  ３月の誕生日・奥様誕生祝い・ご結婚祝い  

2日 石井 一 様 

7日 野澤俊夫 様 

8日 皆葉真治 様 

14日 下村 正 様 

14日 大木康毅 様 

19日 飯田正行 様 

25日 宮本 学 様 

28日 鬼澤善則 様 

8日 野堀敏子 様 

27日 浦里晴美 様 

28日 増田正子 様 

29日 村山春香 様 

誕生日 奥様誕生日 

1日 

吉岡隆久 様 
♡ 

  京子 様 

1日 

西村孝広 様 
♡ 

 美穂子 様 

15日 

中田勝也 様 
♡ 

  純子 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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阿部哲次   

明日は、富山の娘と孫2人を迎えに行ってきます。約1ヵ月間いるとい

うことなので、とても大変な思いです。また、3番目の娘も先日入籍し

たのですが、月～木曜日まで、自宅から東京に通勤し、木曜の夜、新

潟にいる夫のもとに帰るという生活をしています。（いいのかな？）  

飯泉智弥    
やっとロータリーソングを覚えきました。これからもよろしくお願いし

ます     

飯田正行  
誕生日のお祝いありがとうございました。61歳、もうひと頑張りです

ね。   

石井一       
誕生日のお祝いプレゼントありがとうございます。今日は、夜にご馳

走になります。  

木村英博   

本日は、卓話ありがとうございました。勉強になりました。 

さて、3月16日（木）は「純粋にお酒を楽しむ会」です。バスは、東雲18：

15出発です。会場は、「筑膳」で19：00スタートです。よろしくお願いし

ます。  

逆井甚一郎        卓話の時間をありがとうございました。    

下村正   
誕生日祝いありがとうございます。現在の年齢は忘れましたが、フル

スイングで行きます。ゴルフも人生も！   

圡田七百人   今更ですが、年末ジャンボで1万円当たりました。    

増田忠則  
RCのお陰で、妻の誕生日をお祝いいただきありがとうございます。感

謝。  

山﨑幸登   

この度、東証一部の企業であるローツェ（株）の100％子会社となりま

した。 

社名も、アイエス・テクノロジー・ジャパン（株）から、ローツェライフサ

イエス（株）となります。IPS細胞の自動培養装置の開発。再生医療用

の自動培養装置の開発をメインの事業として参ります。応援よろしく

 
ニコニコBOX 

本日の合計 21,000円 

本年度累計 893,000円 
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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 

81 58 23 3 2 0 73.41% 

 
無断欠勤ゼロ、出席率向上を目指して  

 
スナップショット  
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スナップショット  
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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  ３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 

03月02日（木） 理事会 11:00～12:00 役員・理事、プログラム委員長、親睦活動委員長 

   例会  12:30～13:30  会長挨拶  会員卓話月間「新入会員卓話」・逆井甚一郎会員・鈴木 一雄会員 

        会員・奥様誕生結婚祝、2月ニコニコ大賞 

03月09日（木） 移動例会 12:30～13:30 会員卓話月間「新入会員卓話」・村上憲範会員・今川武彦会員 

        会場：「ホテルグランド東雲」に変更 

03月16日（木） 移動例会 19:00～21:00 親睦夜例会「純粋にお酒を楽しむ会」 

        会場：「筑膳」つくば市沼田1441-1 バス出発18：15 ホテルグランド東雲駐車場 

03月23日（木） 例会  12:30～13:30 会員卓話月間「新会員卓話」・志保達郎会員・星 栄一会員 

03月30日（木） 休会  休会②（定款細則第6条第1節により） 

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

