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会長挨拶　中野　勝　会長
皆さんお久しぶりです。私の年度が始まって 3ヶ月、何もせず 1/4 が過ぎて

しまいました。本日より例会が再開されました。コロナ対策万全で引き続きよ
ろしくお願いいたします。
コロナ禍に 10 月 5 日に大穂中学校で「中学生と語る会」今回は職業人の話

を伺う会ということで当クラブから10名の講師の方に参加していただきました。
オンライン開催でしたので、学生の細かい表情はわかりにくかったのですが、
楽しい開催になりました。
今月 28 日にガバナー公式訪問があります、新井ガバナーはロータリーに非常

に熱心な方です。沢山ご指摘をいただくと思いますが、どうぞよろしくお願いいたします。
お知らせとして大里年度の時につくば青年会議所とOAKライオンズクラブとで災害協定を結びましたが埼玉の幸手RCが

聞き、あちらでもそのような協定を結びたいということで 21 日の例会にメイキャップされることになりました。我々の活動が
他の地区のクラブに知っていただき、大変誇らしく思います。
今後ともよろしくお願い致します。

ロータリー特別月間　10月：経済と地域社会の発展月間／米山月間ロータリー特別月間　10月：経済と地域社会の発展月間／米山月間
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会員卓話　角川　僚一会員　水戸証券　つくば支店　支店長

水戸証券の角川僚一です。
4月につくば学園ロータリークラブ入会し、実は 2回ほど卓話をやる予定で

したが、例会が中止になり、3回目はないかなと油断していたところ、急遽、卓
話をやることになりました。
今回は自分の生い立ちと今の暮らしについてと自己紹介という形にはなりま

すが、赤裸々にお話しします。
1969 年（昭和 44 年）12 月 15 日生まれ 51 歳、神奈川県横浜市出身、祖父が

山形県から戦時中に横浜に出て、私で三代目です。
　私の父はサラリーマンでしたが、車が好きでハコスカやケンメリ、スカイ

ラインを乗り回していました。今でも実家に戻るとハコスカのボンネットに小さ
なドクロの乗せて写真を撮ったり、ケンメリの横に立たせて写真を撮ったりとそのような写真が何枚もあります。
　小学生の時は普通の元気な運動好きな男の子、野球が盛んで、毎週土日は野球チームの活動に参加、同じ学校に 4チーム

あり、その中の 1番強いチームの四番バッターでしたので小学生レベルの話ですが、それなりでした。
　中学生では野球部は五厘刈りで、それが馴染めなくてなんとなくバスケットボール部に入部、当時のバスケットボール部

はちょっと不良っぽいと言うかそんな学生が集まる部活でした、スラムダンクという人気漫画は私より 2歳年上の人でご自身
の高校時代のバスケットボール部の思い出をモチーフに作られたと言われています。なんとなく中学校・高校のバスケットボー
ル部は不良の溜まり場、 そういう雰囲気がありました。私が入部したバスケットボール部は顧問の先生は優しいのですが、と
にかく先輩が怖い、1年生は奴隷のように練習をさせられ、3年生になると我が物顔になれる時代でした。キャプテンを務め運
動音痴ではありませんでした。
　高校は地元の公立高校で県立市ヶ尾高校、部活に入らず、どんどん楽な方に行き、原付バイクを乗り回して仲間とぶらぶ

らするだけの高校生活を送りました。学力的に余裕を持って入学し、卒業する時にはビリから 2番目でした。
　当時は、世の中がバブルに向かって進んでいくという風潮があり、高校生ながらセカンドバッグを持ってシステム手帳を

持ってポケベルを持って忙しそうにしている大人に憧れてました。
　高校を卒業して半年 1年経ってくるとさすがに周りの人間も少しずつ生活が変わってきましてなんとか大学に入った友人

とか大学に行ってヨット部に入ったとかこんな生活をしてるんだとかいう話を聞くようになり、私よりも成績が悪くて卒業で
きなかった友人は一念発起して税理士の資格を取るなど、私も再度大学に入ろうと決めて 2年間の生活を得て國學院大学経済
学部に入りました。

　折角大学に入学したのだから何かにチャレンジしよう思い、当時自動車が好きでしたので、一生懸命アルバイトをして日
産マーチを中古で購入し、人生で初めて筑波サーキットで自動車のレースに参加しました。もちろん結果は残りませんでしたが、
私が参加したレースは、前年に同じカテゴリーのレースに三原じゅん子さん、その前の前の年に近藤真彦さんが出場していた
というレースにでした。

大学の卒業も近づき、あるきっかけから憧れ持った証券会社に入ろうということで水戸証券に入社しました。
　同期で入社した女性と仲良くなり、結婚し今の家内と結婚して 20 年経ちました。
結婚後仕事がらいくつか転勤しましたが、14 年前に横浜市内に家を購入し、現在は子供 3人と妻をそこに置いて、私は単

身赴任でつくばに来ています。
　大里会員のご実家もたまたま近くで、私の 3人の子供は大里会員の中学の後輩です。
　つくばに来て土曜日に歩いて桜ゴルフ倶楽部にゴルフの練習に行ったり、夜だけ自分の家に帰って食事をするそんな生活

をしています。
今後とも楽しく皆さんとロータリー活動も含め、交わらせていただきたいと思っています。
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会員誕生日
大野　治夫 会員 4 日
路川　淳一 会員 9 日
鈴木　一雄 会員 11 日
藤川　雅海 会員 13 日
池田　一郎 会員 17 日
中田　勝也 会員 28 日

10月度　会員・奥様誕生日・ご結婚祝い

奥様お誕生日
荒　　絵里 様 4 日
木沢ひろみ 様 5 日
磯山とし子 様 21 日
五十嵐綾子 様 24 日
田中　由紀 様 26 日

ご結婚記念日
村山　友彦 ・ 春香　 ご夫妻 1 日
菅原　　俊・ 浩子　 ご夫妻 4 日
石井　　一 ・ 早苗 　ご夫妻 5 日
広瀬　　潤 ・ 未希 　ご夫妻 5 日
東郷　治久 ・ 富紀子 ご夫妻 6 日
角川　僚一・智代 　ご夫妻 9 日
八友　明彦・良子 　ご夫妻 10 日
浦里　浩司 ・ 晴美 　ご夫妻 14 日
中山　正巳 ・ 敬子 　ご夫妻 22 日
瀬戸口　進 ・ 博美 　ご夫妻 23 日
上野　　修 ・ いゆ子 ご夫妻 27 日

2020-21年度ロータリー賞
つくば学園ロータリークラブ

ポール・ハリス・ソサエティ　
大野　治夫会員

「ポール・ハリス・ソサエティ」（PHS）とは、
毎年 1,000 米ドル以上を年次基金、ポリオプラ
ス基金、財団が承認した補助金のいずれかに寄
付してくださるロータリー会員とロータリー財
団支援者を認証するものです。

ロータリーとクラブを強化することを目的とし
た各種目標を達成することで、ロータリー賞を
受賞することができます。目標には、会員増強、
持続可能なプロジェクトの立案、ロータリー財
団への寄付、地域社会でのロータリーの認識向
上が含まれます。

米山記念奨学会より感謝状
井田　充夫会員

公益財団法人ロータリー米山記念奨学会は、勉
学・研究のために日本に在留している私費外国
人留学生に対し、日本全国のロータリアンから
の寄付金を財源に奨学金を支給し支援する、民
間の奨学財団
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ニコニコBOX
北島　睦男会員 昨日の大穂中学校の講義の際に、白の半袖ワイシャツに赤ネクタイで画面に上半身が映りました。

   ワイシャツのすそをズボンの中に入れなかったために、ズボンが見えずに下半身がパンツと思われた

   ようで、中野会長は画面を見て心配してくれたようです。ズボンをなぜ最近はパンツというのでしょう？

木村　英博会員 本日から例会再開♡おめでとうございます。また、大穂中学校の 8年生の事業大変お疲れ様でした。

   10 月 16 日 16：00 ～大野ガバナーのセレクタリーの決起大会がありますので差し入れお待ちしており

   まーす。

沖山　哲夫会員 先月に結婚記念品を頂きありがとうございます。

猪瀬　　博会員　 久しぶりの例会でやっと日常が戻った事を実感しています。

皆葉　真治会員 中野会長、中田幹事例会再開おめでとうございます！！

大野　治夫会員 70 才まで 362 日となってしまいました。あと 50 年、健康で長生きします。

平島　泰裕会員 8 月の妻の誕生日にお花をいただきありがとうございました。娘たちも喜んでいました。

塚越　俊祐会員 久しぶりの RCの？？？？おめでとうございます。

高田　稔美会員 皆さんご無沙汰しました。やっと再開ですね。

石渡　琢磨会員 例会が久々に開催されてうれしいです！

吉岡　隆久会員 10/5（火）の大穂中学校、中学生と語る会にご参加くださいました皆様誠にありがとうございました。

   委員長不在にもかかわらず、リモート開催を無事終了でき、ただただ感謝です。

浦里　浩司会員 結婚祝いありがとうございました。

市村　　剛会員 先日神立にラーメン店をオープンさせて頂きました。多くの方にご来店頂きましてこの場を借りて

   御礼申し上げます。ありがとうございます！

中田　勝也会員 2 カ月ぶりの例会で皆様の元気な姿を拝見できて嬉しく思います。

   皆の力を地域のために！　理事の皆様　理事会もお疲れ様でした！

荒　　正仁会員 やっとコロナ明けて皆様とお会いできるようになりました。大変ありがたいし、嬉しいです。

   ゴルフも解禁でなによりです。

下村　　正会員 先日、麻雀で多分初めてだと思うが大三元、四暗刻のダブル役満をあがりました！

   感動しました！ロータリーもいいことありそうな気がします！

加藤　貴史会員 お久しぶりです。再会できて良かったです。このまま、第 6波がこないことを祈ります。

広瀬　貴之会員 皆様お久しぶりです。2か月ぶりの例会ですね。巣ごもり生活ですっかりウエストも頭のねじも

   緩んでしまいましたが、今日からまた気もお腹も引き締めて頑張ります。

中野　　勝会員 皆様お久しぶりです。何もしないまま 10 月になってしまいました。

   今月からは通常に戻ることを祈ってます。

鈴木　一雄会員 誕生日祝いありがとうございます。

村上　義孝会員 例会の再開うれしいですねー！！

古本　朝彦会員 例会が再開出来て本当に良かったです。このまま終息してくれればいいのですが・・・
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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

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

国際ロータリー第 2820 地区　第 30代ガバナー新井和雄国際ロータリー第 2820 地区　第 30代ガバナー新井和雄
地区スローガン地区スローガン

“ 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   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

国際ロータリー会長　シェカール・メータ　Ｒ I テーマ　 第２８２０地区
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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 63 25 0 4 0 75.00%
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