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皆さん改めまして有限会社沖山製材所代表沖山哲夫です。子供の野球の応援で張り切って応援したら声が枯
れてしまいました。あまり声が出ていませんが本日はよろしくお願いします。
例会直前まで今夜土木工事で使う楔（くさび）を必死に作っていました。木材加工品で細かな物ですが、建
築工事で精度が求められる材料で今夜と明日使う分は例会前に何とか作りました。
私は、つくば学園 RC に入会して半年が経ちます。ここに入るきっかけは広瀬貴之会員と仕事の打ち合わせ
で事務所に来たときに甲子園行く事の話を聞き、「いいね」って言う話が、「野球いいね」の「ロータリーに入
りたいね」と変換されて、前年度大里喜彦会長の時の 6 月に入会する運びとなりました。
大里直前会長とはつくば青年会議所時代からの大先輩として交流があり、つくば学園 RC へのお誘いをいた
だいたのだからと言う形で入会となり、あっと言う間に半年前が経ちました。
私の職業は材木屋で有限会社沖山製材所という木材加工、建築材、土木建築の資材販売と、私が二級建築士で、
妻が一級建築士を取得しており、妻と一緒に一級建築の仕事もしています。
沖山製材所は先代が主に木材販売から始まった仕事なのですが設計事務所も構えているので、基本は木造住
宅をメインとして仕事をしています。創業約 50
年で、そのきっかけが祖父で戦前木材に携わる仕
事をしていて戦争から帰ってきたら息子に木材の
仕 事 を や ら せ よ う と 父 に 会 社 を 辞 め さ せ て、50
年前創業となったそうです。
私も材木屋で生まれたので、専門学校で建築の
勉強をして材木屋を継ぐため、木材のプロになる
ため、東京にある材木市場に住み込みで就職しま
した。そこで設計事務所の建築の勉強も慣れてき
たところ、父から手伝ってほしいと連絡がきたの
で、つくばに戻り沖山製材所で、当時従業員がい
たので、その方達と仕事を始めました。
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父は 10 年前に癌で倒れ、その後約３ヶ月で他界しました。当時、私は 35 歳で沖山製材所の従業員として働いて
いて会社の引き継ぎは出来ず、経営者としての知識もない状態で会社経営者に立ちました。突然に経営者となり 10
年間が経ちました。何とか今に至るような形に落ち着きましたが、よく商売が続いたなと思います。
その後につくば青年会議所に入会しました。同級生や後輩が既に入会していて、自分も仕事の流れをつかんでき
たところでの入会は遅遅めでしたが、つくば青年会議所時代、つくば学園 RC でも同級生や先輩に巡り会いお世話に
なり、たくさんの新しい出会いもありました。
青年会議所もロータリークラブもそうですが、私は積極的な方ではないので、このような団体を私は知らず自ら
進んで入会という形では無くたまたまお話を頂き、入会させていただき例会へ参加、新しい出会いがあり、そして
楽しい活動させていただける事は、本当にありがたいと思います。
参加というか活動させてもらえるようにしています。大きい会社ではないので数をこなせる訳ではないのですが、
このような場に参加させていただいているのでできることがあればお話を頂き、今後皆様と色々とクラブ活動も仕
事もお互いに協力できればと思います。
最後に自分趣味の話を 1 つだけ。
毎朝走ってます。つくばマラソンにも参加していました。2 年前まではフルマラソンに参加して 4 時間半の記録、
さらに勝田 10km マラソンはタイム 45 分で優勝。走る度に早いタイムを叩き出していました。
今でも継続していけば良い成績が残せるのかなと、マラソンだけではなく仕事でも継続していけば良い成績が残
せるかと思います。
まだまだ新参者ですが、皆様どうぞこれからもよろしくお願いします。

米山記念功労者

第１回功労者

授与式

第 3 回功労者

内田

智宏会員

飯田正行会員

大木

康毅会員

磯山

正蔵会員

逆井

甚一郎会員

中山

正巳会員

瀬戸口
村上

進会員
憲範会員

第２回功労者
中野

勝会員

前島

正基会員

高野

勝憲会員

第５回功労者
東郷

治久会員

野堀

喜作会員

第１２回功労者

ロータリー特別月間

12 月：疾病予防と治療月間

It is the 34th year since 1986
2019-20 皆葉年度 『ロータリーを考える』
会報

ー

ニコニコボックス

下村 正 会員
逆井甚一郎会員
北島 睦男会員
馬場

清康会員

高田
村上

稔美会員
義孝会員

ー

何もありません。
今年も大変お世話になりました。
2 ヶ月ぶりの例会参加です。懐かしいです。ロータリーの継続に関しては皆様方に大変ご迷惑をおかけしました。
継続を決心した以上これまで以上にがんばりますよろしくお願いいたします。
息子にやっと初孫が生まれた。でも、どう逆立ちしても読めない名前をつけられてしまった。
将来の学級担任に申し訳ない。
今週末のクリスマス例会楽しみにしてます。沖山会員、すべらない話ありがとうございました。
沖山さん宅話お疲れ様でした。

まもなく折り返し、毎回ご苦労様です

功労者記念おめでとうございます

クリスマス例会

会場監督（SAA）ご苦労様です

いつも例会案内ありがとうございます

年末の豪華な食事です

ロータリー特別月間

楽しみです

12 月：疾病予防と治療月間
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無断欠勤ゼロ・出席率向上を目指して
会員数
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5

4
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75.00%

プログラム予告
12 月 14 日 18:00 〜 21:00 移動例会 「皆葉年度クリスマスパーティー」 会場：オークラフロンティアホテルつくば
12 月 19 日 12:30 〜 13:30 例会

新入会員卓話 「永井克人会員」

12 月 26 日

休会（12/14 へ振替の為）

01 月 02 日

休会（定款細則第 6 条第 1 節により）

01 月 09 日 11:00 〜 12:00 理事会 役員・理事、親睦活動委員長、プログラム委員長
01 月 09 日 12:30 〜 13:30 例会・会長年頭の挨拶・年男今年の抱負（子年

S23 年・S35 年・S47 年生まれ）

01 月 16 日 19:00 〜 21:00 移動例会 「新年会」 会場：筑波山江戸屋
01 月 23 日 12:30 〜 13:30 例会「職業奉仕月間に因んで」招待卓話

〜出会い・感謝

ボクシングのおかげで〜

吉田和敏氏（東京足立ロータリークラブ）
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
公開
https://www.facebook.com/tsukubagakuenrc/?fref=ts
非公開 https://www.facebook.com/groups/1482018048750125/?fref=ts

公開 QR コード

非公開 QR コード

友好クラブ
第 2650 地区

京都山城ロータリークラブ
2019-20 年度

Ｒ I テーマ

http://www.kyoto-yamashiro-rc.com/

マーク・ダニエル・マローニー

ロータリーは世界をつなぐ
2019-20 年度

中村

澄夫ガバナー

https://www.rotary.org/ja

地区スローガン

人、学びて更なる奉仕
つくば学園ロータリークラブ
ホームページもご覧ください
http://www.46gama.com/

つくば学園ロータリークラブ

『ロータリーを考える』

〒 305-0051 茨城県つくば市二の宮 1-10-1 ヴェルドミール 105 号室
電話 029-858-0100
FAX 029-858-0101

http://www.rid2820.jp/
４つのテスト
１．真実かどうか
２．みんなに公平か
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

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

茨城県つくば市吾妻１丁目１３６４−１

