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浦里会長挨拶／幹事報告　木村幹事／
新入会員卓話　加藤　貴史会員　・　笹目　瑛司会員　・　下間　幹会員　
　／会員・奥様お誕生日・結婚記念日お祝い　ニコニコ BOX　他

浦里　浩司　会長

こんにちは、先日の日曜日に今年度会長幹事初めての 2820
地区の会長幹事会が国際会議場で開催され参加してきました。今
までほとんど中止になっていたので、今回各クラブの会長・幹事
と初めてお会いしました。そしていろんな情報交換をしてきまし
た。話題はコロナウイルス騒動の状況なので、例会開催はどうい
う風にしてるのか、と自然とそのような話題になってしまいまし
たが、つくば学園ロータリークラブは例会が再会してから、今ま
で通りの月 4回開催していますが、他のクラブは月に一回休みを
入れて 3回開催や半分の 2回開催をしているとお話をしていましたが、つくば学園 RCは 4回もやってる
のかや当然あの親睦例会の夜例会の集まりもほとんどのクラブはは行なっていないというお話でした。私
は改めて驚いて、つくば学園 RCはこないだ６０人を超える人数が参加した親睦例会を開催したと話をした
ら、どのクラブも驚いていました。ですが基本的にコロナウイルスを恐れるだけだけなく、コロナウイル
ス対策を万全に行い上手にお付き合いをして、ロータリークラブの活動として例会を開催できるようにし
ていくことを考えていければいいのかなと思います。例会の座席についても話題となり円卓で開催してい
ると回答したら、唖然とされてスクール形式での開催じゃないのは何も考えていないんじゃないかと言わ
れました。会員のみなさんは常識人でもあるし、会社の方針も各々違うと思いますので、会社の方針に従っ
て頂き、お休みしていただいても問題ありません。つくば学園 RCの会員の中に、あいつ来ないなとか言う
メンバーもいませんし、やはり各々の会社の都合や個人の都合が各々違いますので、例会は今のところは
例年通り通常月４回開催で、月一回は大事な親睦例会として続けていきたいと思います。
皆さんの中でちょっと今回はまずいと考え欠席されても全然問題ありませんし、こういうコロナウイル

ス状況の中で、どのように会員のみなさんとロータリー活動を続けていくかは、会長・幹事として非常に
悩ましいところではありますが、皆さん各々考えていただき、今回はまずいなと思った時にはお休みいた
だいて結構です。
例会と夜の移動例会は普通開催としていきたいと思います。今後ともみなさんと顔を合わせて集まるの

がロータリー活動の第一だと思いますので、今後ともよろしくお願い致します。レッツトライ！ワンチー
ムで頑張ってきましょう。

ロータリー特別月間　9月：基本的教育と識学向上月間ロータリー特別月間　9月：基本的教育と識学向上月間

会長挨拶
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▶ 　１０月プログラムの件
▶ 　ガバナー公式訪問の件
▶ 　「納涼祭」決算報告の件
▶ 　指名委員会メンバー選出の件
▶ 　「ロータリーの森創り」企画の件
▶ 　「WSCこの指とまれ」賛助の件
▶ 　その他
 ・　ガバナーノミニー選出について
 ・　オンライン例会について
 ・　あかげらの森水道設備設置について

加藤　貴史　会員　（株式会社ワーゼン　代表取締役）
こんにちは。今回は会社案内をします。当社は交通誘導の警備会社で、警備業
務は大枠で 1号業務から 4号業務４種類に分けられ、さらに細かい業務内容に
分けられます。当社は１号業務の施設警備業務と機械警備業務を、２号業務の交
通誘導警備をメイン行っています。よく道路上に警備員がいて交通トラブルを未
然に防ぐために、急いでいるのに止められるというシーンがあるかと思いますが、
安全を確保するために行っていますので、ご協力頂きあたたかい目で見守ってく
ださい。よろしくお願いします。
2つ目に規制をということ街路の規制を行います。茨城ではめずらしいですが、
都内では規制も警備会社が頼まれることが多く交通誘導とセットで警備員が規制をかけて、作業が終わったら規制を解除してい
くというような形態です。都内ではあたりまえのようにかなり浸透していますが、茨城では警備会社が規制を頼まれることはほ
ぼありませんが、ニーズにいち早く応えるため、徐々に始めいます。
3つ目が防犯カメラとセキュリティシステムです。防犯カメラとセキュリティシステムは別に考えていて、常に録画をしてお
きたいという要望の方は防犯カメラで十分なのですが、盗難などの被害にあいたくないという方はセキュリティシステムをセッ
トで導入する案内をしています。よく「いくらになるの？」と聞かれますが、設置する機器や工事内容によって金額が大幅にか
わりますので、一度拝見させていただいてからという形を取っています。
防犯カメラとセキュリティシステムを扱い始めたきっかけは、当社が泥棒に入られて、当時は防犯カメラ 4台を設置して安心
していましたが記録装置を外されて一緒に盗まれました。どうにもならない状態でしたが、デスクに設置した新しい製品を稼働
させていのに気づかれず無事犯人は捕まりましたが、この経験を踏まえ、仲間内での盗難被害を増やしたくないという気持ちで
始めました。セキュリティシステムは何かあれば希望の登録先に自動で連絡がくる仕組みになっています。
昨今、物騒な犯罪が増えて来ています。特にお年寄りを狙った犯罪が増えています。防犯カメラやセキュリティシステムを導
入することで、抑止となり未然に防ぐ事ができたり、万が一事件にあわれたとしても早急な解決への手助けになったりします。
なるべく早くに犯罪が減る方
向で安心した社会になっていただけたらと思います。
ご検討いただく機会がありましたらお伺いしますのでよろしくお願いします。

幹事報告　木村　英博　幹事

新入会員卓話
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笹目　瑛司　会員　（常南交通株式会社　取締役）
当社について 3点お話させていただきます。
一点目は自己紹介として、今回ロータリークラブ入会したのが広瀬会員からのご
紹介を頂き入会することを決めました。年齢は 1992 年生まれの 28歳です。生ま
れはつくば市の二の宮で、江戸川取手を卒業し、早稲田大学を出ています。大学を
でてベンチャー企業に入社し、現在とは違う職種に関わっていましたが、つくばに
戻り、昨年 4月ぐらいに常南交通に入社しました。常南交通はつくば市の榎戸にあ
り観光業を営んでいますが、実はそれ以外に別の事業をしています。
福祉事業部や国際事業部で日本学校の運営もやっています。ウズベキスタンに法
人を持ち現地で実習授業などもしています。このような形で城南交通はいろんなこと
をやってるんだなと覚えていただければと思います。今後ともよろしくお願いいたします。

下間　幹　会員　（Y&F　MANEGMENT　代表取締役社長）
私は 1年前まで在籍したので自己紹介というのは、変な感じがしますが、今回、
大野社長のご紹介で再び会員になりました。今日までに至る流れとして、少し前ま
で日本住宅株式会社の方でアパートの建築営業をしていました。1年前にこちらを
退き、今の会社に入社したのですが、地元では何か悪いことをしたんじゃないかと
噂が立ちましたが全くそんなことはなく、退社した理由が茨城のつくばで働きたい
と思い、ここに骨を埋めるつもりで再就職した形になります。会社は同じつくば学
園ロータリークラブの会員の圡田司法書士事務所と行っています。まだ会社は一人
で行ってるのでパンフレットなどはありませんが業務内容は大きく二つあり、一つが土地の売買関係の仕事してます。もう一つが
相続のコンサルタントみたいな形で司法書士事務所に来たお客様の相談や今までのリレーションを活かしてメーカーから相談た案
件、特にアパートの資産活用のシュミレーション、アパートを建てたらどうなるかなどを中心に必要なことをコンサルティングす
ることをしております。
皆様の周りでもお困りの方がいましたら、お声掛けいただければと思います。今後ともよろしくお願いいたします。

9 月の奨学金をいただきましてありがとうございました。大切に使わせて頂きます。最
近はコロナウイルスの影響で外出できず大学の授業もオンラインで続けています。研究も
どこにも出られず難しい状態でフィールドワークもできていません。先週の納涼会も参加
できずとても残念でした。でもつくば市で花火が打ち上げてとても美しい景色をみること
ができました。コロナウイルスの影響で外に出られない事が続きますが、一生懸命できる

限り自分の研究や授業をやっていきます。よろしくお願いします。ありがとうございました。

米山記念奨学生　楊　萍様ご挨拶

米山記念奨学会　感謝状授与

米山記念奨学会にいままで５千万円を
超える寄付があり、感謝状を頂きました
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会員誕生日
野堀　雄樹　会員　17日
小林　圭一　会員　19日
山﨑　幸登　会員　22日
広瀬　貴之　会員　27日

９月度　会員・奥様誕生日・ご結婚祝い
奥様お誕生日
鬼沢　有紀子　様　　5日
青山　静代　　様　　9日
鈴木　房子　　様　　10日
塚越　悦子　　様　　14日
高野　綾子　　様　　16日
布川　鈴子　　様　　17日
山口　貴美恵　様　　17日
林　　恵子　　様　　19日
本多　景子　　様　　20日
飯田　満里子　様　　27日
東郷　富紀子　様　　29日

ご結婚記念日
鈴木　冨士雄　・　房子 　ご夫妻 10日
沖山　哲夫　　・　素子 　ご夫妻 15日

親睦委員会からのお知らせ　広瀬親睦委員長
食で免疫力アップする例会「コロナバリア第 1弾」という親睦例会を開催させて頂きます。
会長からご挨拶にありました通りコロナウイルス対策を万全に行い、入場前の検温と手指
消毒、合わせて食事以外はマスク着用義務の形で、活動自粛で落ちて来ている免疫力を上
げていただく為、多くの方に参加していただきたいと思います。つきましては大変恐縮で
はございますが、今回の例会は別途特別会費がかかりますので、例会終了後お支払いいた
だくか、次回例会前に徴収させていただきますので、よろしくお願いいたします。

広報委員会からのお知らせ　鈴木広報委員長
MYROTARY の登録を進めています。現在６７．４％の登録率となっていますが、まだ登録されていない方はサポートしますので、
是非登録してください。よろしくお願いいたします。

ロータリー財団からのご報告　大堀ロータリー財団委員長
先日ロータリー財団の奨学金を受け取った芝田くんにロータリー財団（ROTARY 
INTERNATIONAL RI） から無事振り込みしました。
芝田君からもお礼の挨拶が来ていて、以前はシカゴ大学に留学させて頂き、今度はジョー
ジ大学に入学することができました。本当に感謝の意を申し上げまます。本来は来てお礼
の挨拶がしたいところですが、今はオンラインで授業やっておりますので、元気に頑張っ
て勉強して、年明けにはアメリカに行く予定としていますということです。以上ご報告です。
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加藤　貴史会員

村上　憲範会員

海堀　敏光会員

鈴木　一雄会員

塚越　俊祐会員

木村　英博会員

中田　勝也会員

鬼沢　一彦会員

浦里　浩司会員

林　　康夫会員

鈴木冨士雄会員

鈴木　昌実会員

承認ありがとうございますこれからよろしくお願いします。

コメントなし

先日は妻の誕生日に綺麗なお花をいただきありがとうございました。

第一例会出席しました。よろしくお願いします。

コロナの中で学園ロータリーは独自路線でいきましょう！

加藤さん、笹目さん、下間さん、正式入会おめでとうございます。楽しんでまいりましょう。

加藤さん、笹目さん、下間さん、入会及び卓話お疲れ様でした。これからも仲間として末永くよろしくお願い
します。

出席率が良いと会長・幹事が円卓で食べられない。これは悩ましいですね。

加藤さん、笹目さん、下間さん、ようこそつくば学園ロータリークラブへ！共にロータリー活動を楽しんでい
きましょう。

ロータリーのおかげで奥さんの誕生日を忘れることが回避できています。ありがたいです！

結婚記念日と家内の誕生日が一緒で 35年となりました。本日はありがとうございます。

加藤さん、笹目さん、下間さん、入会おめでとうございます。よろしくお願いします。 

ニコニコBOX

8月のニコニコ大賞

心肺蘇生のトレーニングは何回もしてきましたが、初めて川で流れてきた方を
拾って心肺停止やりました。コロナウイルスの心肺はありましたが、救急車を
呼んで引き継ぎをして、その後は心臓は動いたそうですが、病院で意識がなく
なり、そのままお亡くなりになったそうです。ご遺族の方からすごく感謝され
ました。また心肺蘇生のトレーニングをしていこうと思ってます。蘇生される
側ではなくする側に立てるよう、頑張って参りますありがとうございました

上野　修　会員
おめでとうございます！

会長幹事慰労会にはたくさんの方々に参加いただきましてありがとうございま
した。私も会長がアルコールで体内洗浄をというお話を受け一生懸命に体内洗
浄したところすっかり記憶をなくしてしまい、皆様から心配の連絡を受けまし
た。よく話を聞いところ、増山会員の膝の上にキラキラとしてしまい謝り行っ
たところ寛大なお言葉をいただき感謝しているところです。今後は助けられる
側ではなく助ける側に立ち、引き続きレッツトライ！ワンチームで頑張ってい
きたいと思いますのでよろしくお願いします。

広瀬　貴之　会員
おめでとうございます！



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

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

89 61 28 2 3 1 72.09 %

会報　VOL.08

09 月 10日 19：00 ～ 21：00 移動例会　親睦夜例会　会場「つくば山水亭」「コロナバリアプロジェクト第 1弾 !!」

09 月 17 日 12：30 ～ 13：30 例会　招待卓話　演題「多様性を生かすリーダーシップについての考え方」

   講師　流通経済大学　スポーツ健康学科　スポーツコミュニケーション学科教授　三木ひろみ様

09月 24日 12：30 ～ 13：30 例会　会員卓話　演題「コロナ関連融資について」　講師　会員　小河原公男様


