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真治会長挨拶
普段は会長挨拶は無いのですが、先日行われたクリスマスパーティーのお
詫びをさせていただきたいと思います。会長が遅刻すると言う前代未聞の
不祥事を起こしてしまいました。ほんと筑波学園のロータリークラブの伝
統に泥を塗ってしまったと言う結果になってしまったと思います。
楽しいクリスマスパーティーにご出席いただいた方にですね、大変不快
な思いをさせてしまいました。そして瀬戸口委員長はじめ、万全の準備を
していただいた親睦委員の皆様にですね大変ご迷惑をおかけしました。
この場をお借りしましてお詫びを申し上げたいと思います申し訳ありま
せんでした。
お詫びで済む問題ではないと承知しておりますが、これから下半期の運

営に尽力して参りますので、またご指導の方をお願いしたいと思います申し訳ありませんでした。

米山功労者表彰

飯田会員

おめでとうございます！

ロータリー特別月間

12 月：疾病予防と治療月間

TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I.
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挨拶

9 月に入会させていただいた永井克人と申し
ます。
僭越ではございますが私の自己紹介と、今の
会社の紹介の方させていただきます。出身は茨
城県の取手で、東口から歩いて 20 分位の井野
と言う所に住んでます。
私の母は取手生まれ取手育ち、父は東京生ま
れ東京育ちです。父が野球をやっていたことも
あり、小学校に入ってすぐ野球を始めて高校、
大学までやっていました。父は高校生の時に岩
倉高校で 1 度だけ甲子園にキャッチャーで出場
したと聞いてます。PL 学園の KK コンビ、清原
桑田と対戦する一歩手前で敗戦してしまったという話も聞きました。このような経緯もあり小学
校 2 年生から地元の取手の現在も存続している取手のホワイトベアーズというチームで 5 年間野
球をやっていました。
小、中、高全て取手で、井野小、取手一中、取手一高と言う形で進学してきました。一中時代
は誇れる事はそんなにありませんでしたが、野球で茨城県南の選抜チームに選ばれ全国大会まで
出場しました。そこで色々な所からお声はいただきましたが、地元の取手が好きと言うことと、
電車通学が嫌だったということもあったため地元の取手一高に進学しました。ほとんど野球の話
になってしまうのですが、取手一高でも野球を続け、私が高校 3 年生の時は大きな成績は残せま
せんでしたが夏の甲子園選抜の大会の時に、第 7 シードくらいでシードまで行けたいうのが高校
時代の誇りです。最後の大会でシードにはなりましたが、2 回戦でシードにもかかわらず初戦で
敗退してしまい大変悔しかった思い出があります。
このように私は小・中・高と野球をメインでやっていました。大学は日本大学で数学科に入り、
元々教員になりたかったので自分が得意だった数学を活かしながら高校生、中学生に野球の指導
もしたいと思っていました。数学科で卒業して教員を目指していましたが、昨今の教員事情を考
慮し就職活動をし始め、数学とは全く関係ない分野ですが、日本住宅と言う会社で働くことにな
りました。アパートの営業活動をさせていただいてるところです。私は数学科で全然建築とは関
わりが無かったのですが、たまたま友人とビックサイトで開催される合同説明会に参加した際に
友人を通じて建築家の方と一緒に回り、全く関係なかったのですが話を聞く機会がありました。
日本住宅は今年設立 37 年目、従業員数は 800 名程度、本社は盛岡市にあります。売り上げを
伸ばしていく中で若手の方達に活躍していただきたいと言う会社の方針と、私は入社 6 年目です
が、入社前に会社説明を受けたときに 6 年目で支店長になった方もいると言う話を受けて大きな
会社で働いて埋もれるよりも新しいところでキャリアアップを目指して頑張りたいと思い、この
会社に入社しました。
私は、つくば支店ですが、役員がいるのが本部で、東京有楽町のビルに本部として 200 人程度
が働いています。事業所が現在 18 か所あり、
日本住宅と言いながらも東北に 8 店舗、
福島、
宇都宮、
群馬、つくば、東京、埼玉、最近やっと名古屋に支店を出したところで、日本住宅という社名で
すので日本全国に支店をおけるような会社を目指してやっているところです。
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つくば支店は、今年で 7 年目になります。最初、一
誠商事様のテナントをお借りしてやらさせていただき
ましたが、今は東光台で事務所をお借りしています。
つくば支店設立 2 年目の時に新入社員として入社し
ましたが、やはり最初は遠くから来たよくわからない
会社と言うイメージだったため、営業活動を通して会
社の紹介から始めないといけませんでした。しかし最
近では現場も増えてきて周知できているのではないか
と感じるようになりました。一昨年にはつくば市で大
手メーカーさんに並び、着工棟数を記録させていただ
きました。このように少しずつ知名度を上げていこう
と頑張っているところです。もしアパートや建築をご
検討の方いらっしゃればご紹介いただければ幸いです。
これからも頑張ってきたいと思いますので、まだ 27 歳でこの場に入るのが大変恐縮なのですが、皆
様にご指導ご鞭撻いただきながら活動していきたいと思いますので、是非よろしくお願いいたします。

ニコニコボックス
鈴木

一雄

会員

年内お世話になりました。

大里

喜彦

会員

1 年間お疲れ様でした。本年の 5 大ニュースです。
・1 月 次女の結婚式でバージンロードを歩きました。
・2 月 白内障の手術しました。
・6 月 ロータリークラブの会長を無事に終えることができました。
・11 月 還暦を迎えました。
・そして本日初孫が産まれます。

皆葉

真治

会員

永井克人会員、新旧会員卓話ありがとうございました。
そして本年 1 年間ありがとうございました。良いお年をお迎えください。

齋藤

修一

会員

先日は誕生祝いの霧筑波をありがとうございました。
家の冷蔵庫には入らず会社の冷蔵庫に入れてあります。
我が家の冷蔵庫は家内と娘のものでいっぱいで私用の隙間もありません。

古本

朝彦

会員

先日は楽しいクリスマス会をありがとうございました。
素敵なプレゼントをたくさんいただき子供たちも喜んでいました。
親睦委員の皆様お疲れ様でした。

塚越

俊佑

会員

今年令和元年もあと 10 日あまりとなりました。
令和 2 年は東京オリンピック、パラリンピックの年で祭りです。
新国立競技場で砲丸投げを見てくる予定です。
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無断欠勤ゼロ・出席率向上を目指して
会員数

出席数

欠席数

無断欠席数

出席免除数

メイクゲスト

出席率

88

60

28

5

4

0

71.42%

プログラム予告
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

