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31 2017/04/26 

大野 治夫 会長挨拶  

3月9日（木） 例会・3月16日（木）移動例会報告 
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こんにちは 

今回は年寄りは何歳から

です。まずは平均寿命です

が60年前は男性は約63

歳、女性は約６７歳でし

た。現在は男性は８0歳の

大台にのりました。女性も

８７歳とおおきく延びまし

た。明治時代、役 120年

前はといいますと、男性約

42歳、女性は約44歳とい

う風にかなり低い年齢と

なっていました。私も今年

なりますが、高齢者は65歳

からとなっています。医療

費が安くなったり公的年金がもらえるようになります。７０歳になると自動車にもみじマークを付

ける必要性がでます。そして65歳から74歳までを「準高齢者」と言い75歳を過ぎると「後期

高齢者」という事になります。4人に1人が65歳以上を長寿になっている今、定年後も待遇を

変えて働き続けたり、パート・アルバイトをする人も増えています。現在の65歳以上の労働者

人口は744万人と4年連続で増えているとのこと。 

高齢者で仕事も趣味も楽しんでいる人を「アクティブシニア」と言うそうです。今年から私も

それになっちゃいます。みなさんも「生涯現役」で頑張ってください。今若い人もいすれですか

らね。 
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幹事報告  篠崎忠志幹事  

 

阿見RC例会場所、日時変更・休会の件 

土浦南RC 休会の件 

ピンクリボンの会からのお礼の件 

 

 新入会員卓話  村上憲範会員  

こんにちは 

入会の時に簡単に紹介しましたが、先ほど会長が高齢

者のお話しをしていましたが私は来月、後期高齢者に

突入します。私はアルミの会社からスタートしまし、

日本にも一連の作業を行っていました。 

ダイヤモンドの装飾を新規事業で始めたことがあり、

アントワープや香港台湾に行き、買い付けを行ってい

ました。ダイヤモンドを袋単位で購入するのですが、

価格をふんで目利きができないと成り立たない仕事でした。日本に帰れば東京が主にダイヤ

モンドの業者に売り、宝石店に並ぶといたことになっていました。55歳で退職し、今のアル

ミの会社を立ち上げました。みなさんのよく使う車のナンバープレートの材料を各メーカー

に販売しています。全国で31社しかない数少ない会社で、国交省のOBの方がやられている会

社が多い業種です。関東には取引がなく、東北と四国に仕事をいただいています。車の台数

は、茨城は全国で上位にいます。少し古いデータですが、２５０～６０万台あります。全国

では東京・埼玉・千葉・神奈川・茨城…と上位になります。まもなくラグビーのナンバープ

レートが始まります。寄付の有り無しで多少ナンバープレートの装飾が変わるといった内容

になっています。他にも記念ナンバープレートの企画がありますが、ここではまだお話しで

きないのですが、楽しみにしててください。また普通は白地に緑の文字のナンバープレート

ですが、３Mさんの反射板のついたナンバープレートの話があります。トラックに黄色の反

射板がついたナンバープレートがありますが、全車につけるように車メーカーを巻き込んで

進んでいます。 
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こんにちは 

今川と申します。まだ転職したばか

りですので、これまでの生い立ちの

お話しをしていきます。出身は栃木

県佐野市です、栃木県の南西に

位置し、アウトレットがあったり、さか

まるというキャラクターがいます。こ

のキャラクターはグランプリも取っ

ています。幼少期は佐野市にある

吾妻小学校に入学し地元を元気

に駆けまくっていました。中学生時

代は卓球部に入り、よく他校の生

徒と喧嘩して先生に殴られました。たまたま勉強も出来たので市長賞を頂いた事もありま

す。大学は某大学に工学応用物理学科に入り、名前がかっこよかったので、入りました。

在学中に高等学校教員の免許を取得し、初の教育の場が、藤岡高等学校に赴任しま

した。ちょっと元気の多い学校で、いろんな経験をしました。その後足利高等学校に転任

になり、ベネッセの学校紹介にも掲載されました。最後の赴任先が足利女子高等学校

で、ここの高校では人権教育も取り入れ、進路指導部の部長もしていました。そしてこの

年になって転職するとは思ってもいませんでしたが、昨年４月に転職し、今川福祉グルー

プに入社し、来年度は筑西会に副理事で内定もしています。皆さまのご指導を改めてよ

ろしくお願いいたします。 

 

新入会員卓話  今川武彦会員  
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この会場は筑膳（つくぜん）といいます。もともとは

銀行だったのを、10年前に改修して、7年前にお

蕎麦屋さんにしたと聞いています。通常はこちらの

会場は使用していなく、今日は純粋にお酒を楽し

む会となっています。 

私も本気に純粋にお酒を楽しんでいきたいと思って

います。みなさんも本気で純粋にお酒を楽しんでい

てください。 

 
純粋にお酒を楽しむ会  

今日はお酒を楽しむ会なので絶対にお酒は忘れる

なと委員長に念を押されて、とっておきのお酒をご

用意いたしました。今年の初しぼり、吟醸を用意し

てます。ロータリーのお願いで用意したお酒をみな

さん純粋に楽しんでください 

大野会長 挨拶 

浦里会員 挨拶 

みなさんこんばんは、大野年度もあと3か月、今日

はお蕎麦という事で、縁起も良く無事大野年度が

終わることを祈願して乾杯します。 

齊藤直前会長 挨拶 
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純粋にお酒を楽しむ会  

みなさま、初めましてこんばんは 

高畠会員とは同期で、いまは引継ぎ業務で茨城を

いろいろと駆けずり回っております。 

出身は岐阜県でして、茨城とは今まで絡みがなかっ

たのですが、茨城にきて皆さまとさまざまなことができ

ることを非常に楽しみにしています。どうぞ、よろしくお

願い申し上げます。 

みなさんこんばんは、本日の出席率は・・・丸4年間

大変お世話になりました。最後には出席委員長を仰

せつかり本当にありがとうございました。途中で離れる

のが、悲しくなるくらい楽しい日々を過ごさせていただき

ました。4月1日付けで、移動になります。まずは本社

で標準語の勉強をしてきます。ありがとうございました 

林が今後引き継ぎますので、どうぞよろしくお願いいた

します。 

高畠委員長 挨拶 

林新入会員 挨拶 
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純粋にお酒を楽しむ会  
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猪野研一    

皆さんは「スポーツ鬼ごっこ」という競技をご存知でしょうか？ 

マイナーですが、茨城団体でデモンストレーションをするくらいには普

及しているようです。この大会に、出場することになってしまい昨晩

練習があったのですが、早速足を痛めてしまい、大会に出られるかは

木村英博      

来週の例会は、移動例会です。3月16日（木）ここ東雲から18：15にバス

が出ます。 

会場は「筑膳」19：00スタート。梅まつり中、梅御膳を楽しみながら「純

粋にお酒を楽しむ会」になります。宜しくお願い致します。      

村上義孝    
この度、3月1日付で新しく社会福祉法人を生まれ故郷の石岡で設立

することになりました。障害者のグループホームを始めます。  

村上憲範          久しぶりの古巣の例会で、大変懐かしく思いました。  

 
ニコニコBOX 

 
２月のニコニコ大賞表彰  

本日の合計 9,000円 

本年度累計 952,000円 

会員数 出席数 欠席数 内無断 出席免除数 メイクゲスト 出席率 

81 56 25 2 2 0 70.88% 

 
無断欠勤ゼロ、出席率向上を目指して  
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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・4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） 

04月06日（木） 例会  2017-2018年度役員・理事  

04月06日（木） 例会  2016-2017年度役員・理事、プログラム委員長・親睦委員長  

04月06日（木） 例会  移動例会「観桜会」場所：ホテルグランド東雲  

04月08日（木） 例会  移動例会 3クラブ合同夜例会・場所：山水亭 ※4/13（木）より変更  

04月13日（木） 例会  休会 ３クラブ合同例会への移動のため 

04月20日（木） 例会  第2回職場訪問「つくば国際ペット専門学校・つくばわんわんランド」、「つくばウェルネスパーク」見学 

     例会 家庭集会・卓話 モンゴル児童館館長「ガンバートルさん懇親会 

04月27日（木） 例会  元Ｊリーガー（松本山雅ＦＣ）「阿部吉朗氏」  

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

