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琢磨です。認定法人日本スポーツアカデミーを運営しています

いつもジャージを着ているのでスーツを着ると「どうした？」みたいなこ
とになります。
普段の移動方法はバイクを利用しています。125CC のバイクに乗ってあち
こちに出かけます。
NPO 法人を始めて、移動にお金がかからない乗り物として思いついたんで
す。使ってみたら以外と快適で、北海道を回りたいと思っています。周りか
らは結構大変な事だからと言われています。大型バイクは取らないと決めていましたが、免許を取得して、750CC バイクのオー
ナーでもあります。大型バイクは高速道路も乗れるので、さらに快適で遠くの遠征に利用しています。
小学校は桜地区にある栗原小学校卒業で、母親が「おもうまい店」の番組に紹介されて、結構強烈なっ母親です。
母子家庭で、母親っぽくなく、商売をやらせるとそっちはバリバリやりますが、子育ては放任主義で、今で言うと育児放棄
に近く、食べ物さえ与えていれば育つだろうといった感じです。なので、貧しい生活をしていたような感じで小学生時代を過
ごしたのですが、人前で話すことが苦手な性格で中学校では登校拒否を起こしました、原因は勉強が少しできて、運動が少し
できたために学級委員長に選ばれてしまった事が原因です。
そんな時に母親と喧嘩して、父親が千葉県の佐原市にいたので、中学、高校と過ごして大学受験の時にセンター試験で花粉
症になってしまい薬の影響で数学の試験の時に居眠りをしてしまい大学受験を失敗してしまいました。
そこから結局浪人生活の時に好きな車にハマり、バイトを始めて結局浪人せずバイトで車を購入。当時、車を改造するが流
行っていて貧乏にもかかわらず、最高で 1,200 万まで車いじり倒して借金を増やし、ガソリンスタンドのバイトと物を売ると
歩合で稼げる仕組みを使って、
必死こ返済しました。ここで人とコミュニケーションを取るのが苦手だったのですが、人とコミュ
ニケーションを取る事を身に付けました。
22 歳の時に親が県南ギフトセンターをやってたんですけど、お前がやりなさいという事で、千葉から子供を連れて帰って
きました。親は商人タイプなんで商売を教えたかったらしいんですが、私はどちらかというと経営を覚えたくて経営を自分な
りにやりながら勉強していました。
ギフト屋は世間でだんだん付き合いも減っていく中、先細りな業界で、私自身、経営者が楽しくなってたので色んなことを
やって商売していたのですが、何かモノとかサービスを扱う仕事ではなく、ダイレクトにお金対お金で生計を立てられないも
のかと思い、株を始めて幾つも失敗がありましたが経営と投資と散々コケて失敗という失敗。

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.

It is the 36th year since 1986
2021-22 中野年度 『みんなの力を地域のために
会報

VOL.12

今があるので失敗とは言わないかもしれないのですが、最初は投資ってお金を
使っていれば数字になると思っていたのですが、お金を投資してても増えないと意
味がない。要は投資って増えないと意味ないんだなって思いました。

同時多発テロ、リーマンショック、東日本大震災と大変な時あって、震災の時は
本当大変でした。投資というものは小さいお金で増やせなかったら意味がないんだ
なということに気が付いてから、投資もうまくなりました。
株式投資は 9 時から 3 時まで、その後はお酒飲んでゴロゴロ、その当時の生活でしたが、あんまり良くないなと思い、息
子が中学生で陸上部に入って、陸上の経験があったのと陸上で結果を出すためには数字の計算が投資でお金を増やす時の数字
と同じような仕組みだったので、中学校の陸上部に外部コーチで行ってました。結局、その暇つぶしが今の仕事に繋がってく
る訳なんですが、結果を出してあげようと思って一生懸命やってたら、子供達が食いついてきて、てて伸びたら褒めるのでは
なく、認めてあげるってことが大切ですが、だんだん結果も出て陸上にも熱意が出てきて、気が付くと親が熱心になっている
んです。やってるうちに結果が出てきていい環境になってきたら、先生がやる気になり、学校がやる気を出し、そういうのが
続いて、全国大会にまで進むようになり、今度は地域が全国大会へ行くのはお金がかかるだろうと支援頂き、PTA を中心にで、
スポーツを通してすごくいい形ができるということで、これを地域社会に落とせないものかというのを考えて NPO 法人を作っ
てみようと思い NPO 法人スポーツアカデミーを設立しました。
前年比 10% ぐらい成長して、毎年活動の規模は大体 150 〜 180% で、活動を広げられている形になり、今に至っています。
その法人は何をやってるかというとですね。
スポーツスポーツの良いところをスポーツを通して社会貢献をするっていうのが法人の目的で、一般的にはそのスポーツっ
てするものなのか、見るものなのか、そういうところだと思いますが、実際そのスポーツを考えた時に、
一つには体を動かすと健康になると思うんですね。
こういうのって社会貢献になる部分で、例えば健康な人が増えるととかですよね。
行政なんかに対してはその税金でその病院に行くためのお金がかかるとしたらその負担が減るだとか、そういうところに
行き着いといたらいいんじゃないかなって思いながら、普段活動しています。
運動する率の向上とか、スポーツを一生懸命やってきた人が多いので、その中から育つ過程でそのルールだとかマナーだ
とか、人を敬う部分だとか、スポーツってすごくいいところがあって。
ところがスポーツをやってきた人っていうのは、意外とそういうところを社会生活にリンクできない部分があったり、人
の価値や学歴とか、そういう表面外で一番目立つ部分のスキルだけじゃなくて、社会とか次の世代に使える部分があるのでは
ないかということでスポーツの定義を広く取って活動しています。
結局どのようになるかというと、子供たちの教育コストの低減などにつなげたり、今行っている授業では、放課後学校の
放課後の授業と頭スポーツを普及する。
これは「健康」を「スポーツ」と置き換えてもらうとわかりやすいと思うんですけど、その競技性の低いスポーツです。
それをフィットネスっていう位置づけで普及させることをしていますが、一番目立つのは子供たちの放課後の時間を使っ
て
勉強も、スポーツも、今だったら英語を教えていたり、そういうのことをやれば、児童クラブの料金、市の児童クラブの
料金に準じて、その時間で子供たちに色々経験をさせてあげるそういう放課後の授業を一番に力を入れて今は形になってきて
活動を広げているところです。数年やってきて今はどのような活動してるかというと私自身は組織のことだけではなくて、組
織外の仕事もやるようになり、社会的な問題の解決、今は部活動の話とかも出てい、学校から切り離して部活動はやっていくっ
ていう話、すごく難しくて今まで無料でできてたのが有料になったり、どこがやるんだと学校じゃなくて外に出すとそれだけ
手間も増えるし、予算がないとか結局、部活動を継続する方法は今、確立できてなくて国の文科省やスポーツ庁と話をしなが
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らすすめています。国のやることなのでなかなかスムーズには進みませんが、部活
動は継続できるような形で仕組みづくりができたらいいと思って努力しています。

ロータリーに入会して野球を見ていてとても楽しいですね。野球はキャッチボー
ルをしたり、親子でキャッチボールとか言葉がなくても意外とコミュニケーション
が取れる素晴らしい部分ある思いました。
野球の普及を大人でも全然やったことがない人が野球を始められるような環境な
んかを作っていけたらと思ってロータリーに入って、そういうのをちょっと相談させてもらおうかなと思ったり、ゴルフもよ
くやっているので、これも子供達にも小さいうちに経験させておくと面白いのかなと。未経験者も気軽に始められるような企
画なんかができたらいいなぁなと思って、相談させていただこうと考えています。
ロータリアンとしても引き続き頑張っていきますのでよろしくお願いいたします。

ニコニコ BOX
井田

充夫

会員 今年もあっという間に 1 年が経ってしまう感じです
70 歳から 3 年毎日日曜日で楽しい日々を過ごしています来年もよろしく
お願いします小堀エレクトがんばってください

鈴木

昌実

会員 石渡さん宅はありがとうございます今田バスケをやっている意味でやはり
スポーツは良いものですよね頑張ってください

高田

稔美

会員 前回の例会で来年度の幹事として承認ありがとうございました。一歩ずつ
頑張っていた行きたいと思います

齊藤

修一

会員 久しぶりにお小遣いをいただいたのでニコニコにおすそ分けです

中野

勝

会員 石渡さん宅ありがとうございました

中田

勝也

会員 石渡さんスピーチありがとうございました。妻の誕生日のお花をありがとう
ございました。今日が当日なのでメッセージとともに私も別口で花を送りま
したらスタンプで返事がありました。やはり LINE を打つのは面倒ですから
ね。あはは

猪野

研一

会員 久しぶりに月 2 回目出られました。出席率向上にがんばります。

村上

義孝

会員 高校 3 年生の次男 AO 入試で立正大学 ( 文学部史学科 ) に合格しました。
4 月からは東京暮らしの予定です嬉しいような寂しいような…

木村

英博

会員 小野ガバナーエレクトお帰りなさい。本日は次男博実の 8 歳の誕生日♡
久々に家族でゆっくりとした時間を過ごしたいと思います

菅原

俊

会員 師走です小中学校で今月の授業が 8 時間延べ 1200 人の生徒さんにお話を
聞いてもらいます年末年始も「違法薬物はダメ・ゼッタイ」

古本

朝彦

会員 石渡さん本日はスピーチありがとうございました。先日ニコニコユーモア
大賞と発表していただいた廣瀬 SAA 委員長、閉会後に一生懸命理由説明を
していましたが可愛く思いました。これからも SAA がんばりましょう。
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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

67(4)

21

3

4

0

71.43

プログラム予告
12 月 11 日
12 月 16 日
12 月 23 日
12 月 30 日

18：00
休会
12：30
休会

〜
〜

21：00 移動例会「中野年度クリスマスパーティー
休会（12/11 へ振替の為）
13：30 例会（オンライン併用）調整中
休会（定款細則第 6 条第 1 節により）

会場：ホテル日航つくば

本館 3F

ジュピター」

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
国際ロータリー会長

シェカール・メータ

Ｒ I テーマ

https://www.rotary.org/ja

http://www.kyoto-yamashiro-rc.com/
第２８２０地区

国際ロータリー第 2820 地区
地区スローガン

第 30 代ガバナー新井和雄

“ ＳＥＲＶＥ ＴＯ ＣＨＡＮＧＥ ＬＩＶＥＳ ”
奉仕しよう みんなの人生を豊にするため

https://www.rid2820.jp/

４つのテスト
１．真実かどうか
３．好意と友情を深めるか

２．みんなに公平か
４．みんなのためになるかどうか

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 『みんなの力を地域のために！』
〒 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

