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／会員・奥様誕生日　ご結婚お祝い　ニコニコ BOX　他

会長挨拶　浦里　浩司　会長
今月の例会は開催できないかと思っていましたが、まさかの感染拡大市町

村からの解除で、本日から活動しても良いということで、急遽例会を開催す
ると幹事から連絡があり、気持ちを切り替えて例会が再開できました。なか
なか厳しい状況が続いてますが、ロータリークラブのメンバーと顔合わせて
例会ができるというのは、素敵な活動のひとつだと思います。
　考えると 5月も第 3例会ですから、会長の任期もあと、ひと月ちょっと、

あと 5回で終わるということで、肩の荷もだいぶ降りてきてますが、皆さん
とともに最後までロータリー活動を続けていきたいと思ってますので、皆さ
んも気をつけて日頃の生活をしていただければと思っています。
ありがとうございました

ロータリー特別月間　5月：青少年奉仕月間ロータリー特別月間　5月：青少年奉仕月間

幹事報告　木村　英博　幹事
幹事報告
６月プログラムの件
観桜会の決算の件
四半期決算報告の方も審議可決
退会と新入会員承認の件
創立 35 周年記念式典の件
地区大会の件
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新入会員卓話　
株式会社常陽銀行　研究学園都市支店
支店長　佐久間　弘一　会員

4 月に入会した常陽銀行研究学園都市支店・佐久間です。
入会後、一月半が経ちます。つくばで仕事するのは初めてで、少しずつ、つく

ばの生活も馴染んできたと思います。
　今回の卓話は、緊急事態宣言の為に中止かと油断していましたが、私の自己

紹介も兼ねてご紹介させて頂きます。よろしくお願いします。

出身は茨城県茨城町。高校まで住み大学は県外に出て、常陽銀行に入行しまし
た。
昭和 42 年生まれで、銀行に入ったのは平成 3年、ちょうどバブルと呼ばれている頃で、私が入行した時が一番採用人数が多く

約 160 名、バブル世代と言われています。最初は常陽銀行の仙台支店に所属して 3年 3ヶ月勤務しました。仙台は生活も含めて住
みやすい所で、仕事の方もたくさんあり、遊びも盛んにできたエリアとして思い出深い所でした。

その後、金融マーケティング部門に６年間努めました。当時はバブル崩壊で様々な金融危機が始まったところで、1997 年に山
一証券の破綻の時に金融部門が八重洲ビルに入っていたのですが、移転のため 11 月の３連休に引っ越しの準備してる時に山一證
券の社長の涙の会見があり、それを見ながらこれはミスが大きな命取りになるかもしれない、ということが印象的です。銀行に入
行して銀行を辞めようと思ったことは一度もないのですが、この時は、間違ったマーケットをやると風評被害で潰されてしまうと
いうプレッシャーの中、1週間、胃が痛くなり、本当に大丈夫かと思ったのはそれが最初で最後もかもしれません。

その後は本部を中心に経験してきましたが、つくばエクスプレスの開発を支援したことがあり、線路ができるか疑問が飛び交っ
ていた頃に企業誘致やデベロッパー対応を東京に駐在する形で行っていました。大手ゼネコンやデベロッパーと話をしましたが、
最初は全然話に乗ってもらえず、全然興味をしめしていただけませんでしたが、10 年以上経過してつくばに来て、こんなに発展し
たのをみると、当時とは状況がかなり変わったと思います。
日本の中でも、新しく線路を引いて周辺の街づくりするというプロジェクトは、おそらくつくばが最後で、是非更なる発展を

お手伝いできればなと思っています。

プロジェクト支援の後は人事部に異動し採用と研修の担当を行いました。採用は時間勝負で、売り手市場と言われた時代に担
当したので、１年を通してスケジュールが詰まっていて、就職活動の解禁日（当時は３月１日）の前、年明けとかは学内セミナーで、
平日は大学に出向き、仕事の話をしたりしました。２月・３月になると、ビッグサイトや国際フォーラムで学生に向けたプレゼン
をやる機会が増えて、ほぼ毎週土日は出張を繰り返しながら、学生向けにプレゼンを行っていました。
　当時は 20 分～ 30 分を１日５、６回プレゼンを行っていました。会場 j には任天堂や JAL、ANAそのような大手企業が非常

に大きなブースを構えて、華やかに学生を集めていました。今のコロナ禍で航空業界は採用はほとんどしない話を聞くと、状況が
随分変わったなと改めて思います。
外国人の採用は中国人１、２名が毎年入行しています。筑波大学や茨城大学、大学院を卒業した非常に優秀でしてモチベーショ

ンもあり、海外で自分が同じ様にやれと言われてもできないだろうと思う人材がいると改めて思います。彼らは帰国して活躍する
という思いはほとんど無く、日本でしっかり活躍したいとの思いが強くとにかく感心します。
　またベトナムの方も採用しましたが非常に真面目で意欲的で中国や韓国とは違ったモチベーションを持っています。日本の

技術を学んで母国に持ち帰りたいという考えもあるようです。

ロータリー特別月間　5月：青少年奉仕月間ロータリー特別月間　5月：青少年奉仕月間
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3 年前に市場金融部という所に行く前に、１年間だけ千葉駅のすぐ目の前の千葉支店に移動になり、支店長をしました。貴重な
経験だと思い、ご存知の通り千葉県は人口も GDP も含めましてだいたい茨城県の倍とおもいますが、ポテンシャルの高く、人工
集約の高いエリアが多くあり、古くから千葉支店を構えていて常磐線沿線に松戸、柏支店に加えて、総武線沿線には千葉支店があり、
船橋支店と徐々に拡大しています。結構千葉のお客様はフラットな考えを持っていて、メガバンクを含め都市部の銀行も多く進出
していて、銀行の扱いも慣れていて、非常に前向きなビジネスという積極的な印象がありました。そして 16 号線の内側、ここにい
れば絶対に商売になるというエリアは非常に勉強になりました。茨城含めた首都圏を含めて関わり方を勉強する機会にもなったと
思っています。

１年後にマーケット部門に戻り、最初は適合相場で株価もいい感じに上がってきましたが、コロナのパンデミックがおきて、
昨年の２月、３月には大変な日々が続きましてメンタル的にでも数字的にも厳しい状況だったと思っています。皆様さんご存知の
通り、急速に株価が戻り、金利がさほどに上がらないという状況になり、マーケット部門の収益も安定した形を作って異動するこ
とができたのかと思います。
先日はの私でも昨年の決算の方も皆様にご安心できる数字で報告できたかと思います。

研究学園都市支店・支店長として拝命し、１ヶ月半、社員・パートさんの顔と名前がまだ一致しない状況でありますが、本部
とは全く違う緊張感と時間とスピード感であったり、自分の中では前向きにやっていけるという環境を与えていただいた事に感謝
しております。

銀行の取り組みを紹介したいと思います。
一つは皆さんご存知の通り事業再構築補助金というものについて状況をお伝えしたいなと思います
こちらはポストコロナ、with コロナでダメージを受けた企業様に対して経済社会活動の変化に対応する為、事業再構築する支

援をする 5月 7日で終了する 6月の中旬までには採択の結果が出ると案内が来ています。
おさらいになりますが、制度の趣旨はコロナの影響を持って売り上げが減っている条件または「新分野へ展開します」「業種を

転換します」「事業再編に取り組みます」というような目的と銀行のような認定経営革新等支援機関と事業計画を作成してください
などがあり、当初は結構幅広く事業に影響されるではないかと甘くみていましたが、いろいろ話が出てきて、条件厳しいじゃないか、
少しトーンダウンしたか見ています。
研究学園支店に何十件も来てるかというと、そうでもなく第 1回目については様子を見てる方いると思います。採択率も、も

のづくり補助金に比べてどうなんだというと、結果はまだわからない状況です。
何度か募集機会がありますので、第 2回の公募が 7月の上旬くらいまで申請を受けれる予定です。１回目の申請結果を見極め

た上で具体的な採択事例も出てくると思いますので、しばらく申請の機会があるかと思います。我々も申請のサポートをコロナ収
束後はまったく同じに戻るか、違った新しい世界に突入するかを見極めてしっかりサポートできるように取り組む体制を整えてい
きます。このような情報も含めてご提案できるよう専門家のサポートも整えています。新しい取り組みをして皆様の強みをできる
という分野が求められるのかなということで、若干ハードルを上げ気味であるのですが内容によってまた今後取り組みが変わりま
すので、第１回の採択情報を取りまとめていきます。

続いて２つ目は、我々新しいサービスのレジリエンスライン、 レジリエンスとは復活や元に戻るということで大規模災害、地震
とか頻繁に震災からしばらく経ちましたが、今年も何度か警報が鳴る大きな地震が東北で発生しました。
震災から 10 年が経過しても震災の影響は全然終わっていないのが現状だと思っています。こちらのサービスは地震の備えとい

う形になりますが、融資させて頂いた一部を地震一定の地域（水戸市、土浦、仙台、福島、郡山、いわき）のお客様が地震で大き
な地震で被害があった場合に、もともとを貸し出した融資の一部やで売上の減少の部分を融資追加させて頂き、追加融資に関して
は、その元本を返済しなくてもいいという、大震災を経験した皆様だから分かる、震災があっても色々経費の支払いはあるという
ことで当面利用のサポートさせていただくという手段で、常陽銀行以外で取り扱ってる銀行はない独自のサービスですので、窓口
にお声かけください。
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大野　治夫ガバナーノミニー　今週のお話
こんにちは、高田会員にいじめられるんじゃないかと思ってますが、先日

の日曜日に地区野球大会に参加してきましたが、我が学園ロータリークラブ「ガ
マーズ」は第３位でした
15 名の参加で飯泉智也会員も選手として参加させて全員参加のもとに行わ

れたかと思います。
来年は高田　稔美会員、市村　剛会員、古本　朝彦会員の若い三本柱でピッ

チャーを作って、是非とも日立北ＲＣに勝てるようにようなチームにしていき
たいと思います。
あと、皆様の絶大な協力をいただき、２年を乗り切っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

入会式
日本住宅株式会社　
つくば市店　支店長　小柳　高彦　様

皆様はじめまして私日本住宅株式会社つくば支店の支店長しております小春と申
します
昨年の 10 月につくばに単身でこちらに来ました。一つでも多く地域に貢献でき

るよう仲介業を提供するようしっかりと地域貢献していきたいと思いますので皆さ
んのご協力ご鞭撻の方よろしくお願いいたします。

ニコニコ大賞　
増山　栄　会員

ニコニコ大将ありがとうございます。孫が 6人いて次男の孫を二人預かり、やっ
と中学校になって一安心したら、長男の子供が 3歳ですが、正月とか季節ごとに持っ
ていかれます。大変でニコニコもなかなか協力できていない状態で、申し訳ないで
すけど、これからもよろしくよろしくお願いしますありがとうございます
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最後には今推進しているバンキングアプリ、お笑いコンビのカミナリにポスターやアナウンスもしていただいていますが、バ
ンキングアプリ、皆様のスマホで「残高照会」や「振込み」などができ、いずれはこのバンキングアプリに集約していくことを考
えています。このアプリを通してこれからのサービスも進んで行くと思います。このような多行とのサービスの差別化を含めたこ
とをやっていきたい思っていますので、インストールしていただければと思います。

会報　VOL.28

ロータリー特別月間　5月：青少年奉仕月間ロータリー特別月間　5月：青少年奉仕月間



会員誕生日

逆井甚一郎会員 ５日
加藤　貴史会員 10 日
内田　智宏会員 11 日
井田　充夫会員 15 日
星　　栄一会員 16 日
青山　大史会員 17 日
鈴木冨士雄会員 18 日
五十嵐　徹会員 28 日

奥様お誕生日

皆葉　直美様 23 日
木村　　綾様 28 日

ご結婚お祝い

布川博　  ・ 鈴子　ご夫妻 3 日
馬場清康　・ 二三子ご夫妻 3 日
久保田泰隆・　真美ご夫妻 5 日
塚田陽威　・ 千恵子ご夫妻 16 日
飯田正行　・ 満里子ご夫妻 17 日
増山　栄　・ 美紀子ご夫妻 26 日
圡田七百人 ・ 香織ご夫妻 31 日

５月度　会員・奥様誕生日・ご結婚祝い

おめでとうございます

地区野球大会

つくば学園ロータリークラブ
がマーズ　３位
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ニコニコBOX
皆葉　真治　会員 今年度米山カウンセラーを務めさせていただきます。
   プイチャウティーバオさんをよろしくお願いします。

古本　朝彦　会員 佐久間会員、卓話ありがとうございました。これから、宜しくお願いします。
   また先日は、野球お疲れ様でした。人生で初めて、打撃防外で出塁という貴重な経験をしました。
   でも消化不良です・・

馬場　清康　会員 結婚記念日のお祝いありがとうございました。
   初めての結婚記念日の夜は飲み会で水戸泊りでした。それを言ったときはワッ！と泣かれました。
   10 年後に同じことがあったときは「アッ、そう。」でした。今、同じことがあったとしたら・・・。
   どんな言葉が返ってくるか怖くて言い出せません。

齊藤　修一　会員 残り 1ヶ月。ニコニコ 3万円までがんばりましょう！

鈴木　昌実　会員 野球お疲れ様でした。日焼けすぎてすでに脱皮しました。
   今度はユニフォーム着て行きます。よろしくお願いします。

八友　明彦　会員 久しぶりの例会に参加させていただき皆さんの顔を見られてうれしいです。

高田　稔美　会員 地区野球大会おつかれさまでした！

大野　治夫　会員 先日、16 日地区野球大会を行いました。第 3位でした。参加した選手の皆さんお疲れ様でした。

野澤　俊夫　会員 先日の地区野球大会は、野球部の皆さんお疲れ様でした。当社このたび、札幌支所を開設いたしました。
   北海道内の業務が拡大されつつあることに対応するためです。
   私も 5月～ 8月は北海道での仕事となります。できれば札幌支店長になりたいと考えています。

小柳　高彦　会員 本日正式に入会させて頂くことになりました。日本住宅の小柳です。よろしくお願いいたします。

浦里　浩司　会員 会員の皆様と例会を再開出来て残りわずかになったロータリー活動ですが全力投球で頑張ります。

木村　英博　会員 小柳さん入会おめでとうございます。又、妻の誕生日お祝いありがとうございます。
   4 月末から妻が家を出て行っており、今は子供 3人と 4人で生活をしております ( ‾▽‾；)
   花をみつめて節目を噛み締めていきます。ありがとうございました。

中山　正巳　会員 地区大会ゴルフの商品を本日受け取りました。稔美ちゃん、ベスグロ優勝おめでとう。
   スコアーはベスグロスコアー+年令差を超えてしまった。
   悔しいので貰った賞品の金額ニコニコに奉げます。

猪野　研一　会員 久しぶりの例会楽しかったです。

石渡　琢磨　会員 バイクの免許が取得できました。

飯泉　智弥　会員 野球って楽しいですね。ルールからもう一度勉強します。

角川　僚一（水戸証券）　会員 
   常陽銀行佐久間支店長卓話頑張って下さい。
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つくば学園ロータリークラブ『レッツトライ！　ワンチームで』
〒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

例会日：木曜日　１２：３０～１３：３０
例会場：ホテル日航つくば
茨城県つくば市吾妻１丁目１３６４－１

TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I.TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I.

無断欠勤ゼロ・出席率向上を目指して

プログラム予告

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

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/

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

https://www.rotary.org/ja

2020-21 年度池田　正純ガバナー　地区スローガン
ロータリアンのイノベーション・磨こう人間力！

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

It is the 35th year since 1986It is the 35th year since 1986
2020-21 浦里年度　『レッツトライ　ワンチームで』2020-21 浦里年度　『レッツトライ　ワンチームで』

2020-21 年度　Ｒ I テーマ　ホルガー・クナークＲＩ会長 第２８２０地区

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

89 63 26 2 4 3 77.64%

会報　VOL.28

05 月 23 日　09：30～ 17：00 地区大会　2020-2021 年度地区大会　会場：ノバホール
    ※コロナ感染拡大の為、リアル映像にて配信を予定
05月 27日　12：30～ 13：30 例会　会員卓話　中田勝也会員

〒 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

例会場：ホテル日航つくば
茨城県つくば市吾妻１丁目１３６４－１

TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I.TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I.
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