会報

例会報告

2020 年 11 月 4 日

INDEX

会長挨拶／幹事報告／イニシエーションスピーチ（新入会員卓話）平島
茨城県海岸美化プロジェクト（11/3）／ニコニコ BOX 他

会長挨拶

中野

勝

泰裕会員

会長

先週のガバナー訪問と先日の海岸清掃にご参加いただきましてありがとうご
ざいました。昨日の海岸清掃がボーイスカウト 30 名を含めて約 60 名での参加
でした。つくば学園ＲＣの PR にもなりました。
会場は約 500 人ぐらいの参加者で 1 時間にわたって清掃をしました。思った
以上にゴミがあり、ゴミを回収する 2 台分コンテナが 1 時間程度のいっぱいに
なりました。環境を考えるいい機会になりました。
対外的な大きなイベントが終わりましたので、次はロータリーの森作りを行
いますので、皆様のご協力よろしくお願いいたします。

幹事報告

中田

勝也

幹事

幹事報告
12 月例会プログラムの件
クリスマスパーティー企画の件
四半期決算報告の件。
来年度を 2223 年度、地区委員推薦の件
長期交換派遣学生募集の件
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イニシエーションスピーチ（新入会員卓話）
平島 泰裕会員
今年 7 月に入会させていただきました平島 泰裕です。本日は
イニシエーションのスピーチの機会をいただきありがとうござい
ます。入会して 8 月、9 月と休みが続いたこともあり、本日初め
てお会いする方もいると思います。よろしくお願いいたします。
本日は自分の事についてお話しさせていただきます。私は昭和
54 年生まれ、現在、42 歳で家族は妻と娘 3 人、6 年生、3 年生、
年長さんということで 3 つずつ離れた 3 人娘との 5 人家族です。
つくばには 9 年前から住み、現在は公認会計士として活動をしています。
所属としては、同じ会計士でつくばシティーＲＣに在籍している小林が代表の事務所所属していま
す。
私の両親は九州の人間で実家は福岡にあります。父親がいわゆる転勤族でしたので、私自身の進学
とか仕事が変わったりなどでこれまで結構動きがありました。
私は生まれてから 1 歳までは岡山にいて、その後、父親の転勤で広島に移りました。そこで小学校
を卒業して、その後、中学入学のタイミングで東京に転勤で埼玉の大宮に移りました。中学の途中で
龍ケ崎に移り高校（土浦一高）を平成 10 年に卒業しました。高校で今の奥さんになる人と出会い、そ
の後、兵庫県の西宮（甲子園があるところ）に移り大学は関西学院に進みました。
大学は 1 年留年をして平成 15 年に卒業した後、みずほ銀行に入社、東京に移りました。銀行は 2 年
ほどで辞めて、その後、京都の代議士で北神圭朗氏（総選挙で 4 期目に当選された方）の秘書になり、
平成 17 年の 2 月に京都に移りました。その北神さんは当時は初当選前でしたので、ただの人の秘書と
いうか選挙を手伝うスタッフとして京都に住みました。
その年の秋に北神さんが初当選したので一緒に東京に移り、議員会館で秘書をしてました。
その後、私自身も何か能力を身につようと秘書時代にできた縁で、平成 18 年に東京の IT 系の上場
していたベンチャー企業の財務部門に移りました。そこで働きながら資格勉強を始めました。そこの
会社は 13 年ほど在籍をして、その間に会計士の資格を取ることができました。
中身と絡めてお話しをすると、高校を卒業するまでというのはいわゆる普通の学生で、部活とかし
ながら楽しくやってたというぐらいなので、何か特段その変わったことをしていませんでした。
自分の意志で生きている実感がでてきたのは大学に入学してからですが、大学入学する際には親か
ら自立したいという気持ちがあり、高校 3 年の春休みの時に見つけた新聞奨学会で（新聞屋に住み込み
で朝と夕方、新聞を配達、後はその折り込みの作業をして学費に相当する奨学金給付をしてもらえる）
、
自立して生活していました。毎日朝 3 時に起きて 2 時間程度かけて 270 件配るのは、雨が降ろうが寒
かろうが毎日続けるのは最初は大変でした。特に最初の 1 か月はバイクの免許取得に失敗して、バイ
クで配るところを自転車で配っていました。
私もその資格試験とか色々試験を落ちる事は何度も経験してたのですが、原付免許に落ちたのは今
でも印象に残ってます。
就職活動の時は学生時代に読んだ城山三郎さんという小説家の「官僚たちの夏」を読んで役人って
面白いなと思って役人になりたいと思いました。それで公務員試験の勉強をして、何とかパスして役
所を回ったのですが、大学 4 年生の時は駄目で敢えて留年して 5 年生の時を回りましたが、やはり縁
がなくて役所を回っているときに個人的に縁ができた方の秘書になることにりました。
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大蔵省の役人やってた北神さんでした。役所の面接は何日もかけて人に会うのですが、
、その方は
一人だけ変わった方だと思っていたので、初めてお会いして、翌年に役所を回る時、いろいろアドバ
イスくれるかもしれないなと思い事前に連絡したら、岩手県に出向していて会い行きました。岩手県
を案内していただき、いろいろアドバイスもいただき彼との縁ができまいした。結局、役所は受から
ず彼に連絡したら自分は役所を辞めて選挙に出るから京都で良かったら手伝てほしいとのことで、私
も 5 年生の時は銀行から内定して卒業まで暇でしたので夏以降は京都までよく出掛けてました。
卒業時にはそのままスタッフでいてほしいと引き止められましたが、そこは私も普通に企業に入っ
て働きたいと思いましたので、その時はお断りをして、みずほ銀行の横浜中央支店に配属されました。
その当時は北神さんは落選し後がないのも知っていたので電話をしたら、相変わらず厳しいとの事で
手伝う事となり、銀行を 2 年弱で辞めて京都に移り住みました。
彼の選挙区というのは、衆議院の京都 4 区で、京都市の西の方で事務所は右京区の山陰で、毎朝辻
立ち、ビラまき、戸別訪問、時にはポスター貼って回るとか、地元のイベントに参加する、車の運転手、
街宣車の運転もしました。
当時、私の奥さん、彼女も選挙区にある京都芸大の学生で、よく彼女の家に街宣車で通っていたの
ですが、路駐していたら通報されてご迷惑をおかけしたり、そんなこんなで活動していたら、平成 17
年の郵政選挙で彼は小選挙区で負けたんですけど、97.8 ポイントとかそんな高い惜敗率で比例復活で
初当選ました。それで私も一緒に東京の議員会館に一緒になることになり東京に戻りました。
この時 20 代後半に差し掛かり、どのような状況でもメシが食えるような能力を身につけたいなと
思い始め、初当選までは貢献できたし普通にビジネスの世界に戻りたいと思い、会計士とかの資格を
取るのがいいかと考え始めたこの時期。今度はその北神さんの選挙区に実家がある方で、選挙後も収
支報告の手伝いに来てた南口さんという会計士のことを思い出し連絡してみたら、上場したばかりの
IT 企業で CFO をやっていた方で、相談してみたら、会計士や税理士は試験だけではなく実務経験が
必要なので、入って働きながら勉強したらどうかと言われ、じゃあ是非ということで、銀行員、秘書
とやってきた後で会計士としての第 1 歩が始まりました。この会社が結構元気なベンチャー企業で、
ガンガン M&A やって成長していこうという雰囲気の会社でした。毎年会社が増えたり、環境が変わ
るということが頻繁だった会社でしたので、身になる数多くの経験をさせていただきました。
入社時は 5、60 人の会社でしたが、13 年ぐらい関わり退社時には 2000 人以上のグループになって
いました。とても面白かったなと思っています。この時の家は奥さんの実家も近くにあるつくばに 9
年前から住むようになりました。
会計士の資格も取得し、自分が住んでいる地元で何かきっかけがないものかという風に考え始めた
ところで、日本公認会計士協会の茨城県会で平成 30 年の新年会に出席をして、当時の会長が今所属し
ている事務所の代表の小林で、そこで初めて知り合い、何度か連絡をくれて、一緒にやらないかとい
うことで声を掛けられたことで、2 年前の春から本格的につくばで活動に携わるようになりました。
振り返ってみると、社会に出てからは不思議と人と人の縁で、環境が変わりながら今日までやって
て今ここでこうしてお話しさせていただくにもなりました。これもまさにご縁だなというふうに思っ
ています。
今後ともよろしくお願い申し上げまます。
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会員・奥様誕生日・ご結婚祝い
ご結婚記念日

会員誕生日

奥様お誕生日

大野

治夫 会員 4 日

荒

絵里 様

4日

路川

淳一 会員 9 日

木沢ひろみ 様

5日

鈴木

一雄 会員 11 日

磯山とし子 様

21 日

藤川

雅海 会員 13 日

五十嵐綾子 様

24 日

池田

一郎 会員 17 日

田中

26 日

中田

勝也 会員 28 日

由紀 様

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

おめでとうございます！

ニコニコ BOX
沖山

哲夫会員

昨日の茨城海岸プロジェクト未来プロジェクトでは天候にも恵まれた清典活動も活発に行えたかと思
いますゴミを拾う事はとても気持ちがよかったです

古本

朝彦会員

妻の誕生日プレゼントありがとうございます。このおかげで毎年忘れず助かっております

平島

泰裕会員

昨日の海岸清掃お疲れ様でした天候が良くゴミもたくさん回収できた清々しい気分になりました

木村 英博会員

先日は海岸清掃お疲れ様でした、大洗には 2000 人（メディア発表）の人数は集まり盛大にロータリー
デーが行われました。来年の大野年度もよろしくお願いします！

猪野

研一会員

大変ご無沙汰いたしまして申し訳ございません

飯泉

智弥会員

結婚記念のお祝い、妻のお誕生日のお花ありがとうございました。今度つくば市にストリートピアノ
を置くことになりました。ご指導よろしくお願いします。

石渡

琢磨会員

日ごろの活動の 1 部が新聞に掲載されていました良いことをで乗る分には嬉しいことですね !

高田

稔美会員

昨日はお疲れ様でしたおかげで 52,002 円集まりました。
（ポリオ募金）11 月はロータリー目白押し
頑張りましょう !

猪瀬

博

会員

昨日の大洗海岸の清掃を欠席してしまって申し訳ありませんでした。中野会長ゆかりの森で頑張ります。

高野

勝憲会員

このたび 11 月 18 日ファミリー向け食べ放題焼肉店の「肉匠坂井」をオープンすることとなりました。
土浦学園線のスタバや星乃コーヒーの近くです。機会がございましたらぜひご利用ください。

中野

勝

ご結婚祝いありがとうございました。うっかりしてました。

中田

勝也会員

ガバナー公式訪問、
」海岸清掃等お疲れ様でした。また 12 月例会クリスマス例会が 2 年ぶりに開かれます
とても楽しみにしています。理事会もお疲れ様でした。

村上

義孝会員

昨日は海岸清掃活動お疲れ様でした。たくさんのプラスチックゴミがあるのがわかりゾっとしました。

吉岡

隆久会員

父につきまして皆様からお祝いの言葉をいただきましてありがとうございます。本人は何やらめんど
くさがっておりますが、父にかわりまして御礼申し上げます。

会員
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11 月 3 日

茨城県海岸美化プロジェクト

鹿島市平井海岸

ロータリー奉仕デーとして、何度か延期もありましたが、１１月３日快晴の中、海岸清掃を行いました。
思った以上に多くのゴミが有り、１時間程度でコンテナがいっぱいになりました。ご参加くださいました
皆様ありがとうございました。
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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

58(1)

29

0

4

1

70.23%

プログラム予告
11 月 11 日
11 月 18 日

休会
12：30

〜

11 月 20 日

09：30

〜

11 月 25 日

休会

休会（11/3 に振替の為）
13：30 例会（オンライン併用）
「ロータリー財団月間に因んで」
ロータリー財団出前卓話 地区ロータリー財団担当カウンセラー / 総括委員長
保延輝文様（パストガバナー）
13：30 移動例会（11/25 より）
「ロータリーの森創り」会場：つくば市豊里ゆかりの森
9：30 ゆかりの森工芸館ウッドデッキ集合〜・12：00 閉会の挨拶・後片付け
休会（11/20 に振替の為）

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

