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2008-09 Vol.28 

2009/2/26 

 ２月19日（木） ワークサミット、 21日（土） ＩＭ報告 

会 報 

つくば学園ロータリークラブ    

  

 

 

It is the 23rd year since 1986 TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

  2月19日（木） ワークサミット：つくば市立豊里中学校第2学年 

２月１９日に移動例会としてつくば市立豊里中学校で２年生

を対象とした「ワークサミット」が行われた。～知ろう、学

ぼう、働こう～をキャッチフレーズとして「いろいろな職業

を体験して自分の将来を考えてみる」「働いている人たちや

友達の考えを参考にして、自分の目標をしっかりと見つめよ

う」というテーマに我々つくば学園ＲＣのロータリアン達が

協力したものであり今年で３回目である。開催に先立ち、桜

井校長先生から歓迎と感謝のお言葉を頂戴した。「中学２年

生という多感な時期は、昔でいえば「立志式」の年代であ

る。子どもたちには夢ばかりではなく、働くことの厳しさも

しっかりと伝えていただきたい、と同時に懸命に働いて子ど

もたちを育てている父母の仕事にも感謝してもらうきっかけ

になってくれればうれしい」としめくくられた。 

その後は上野会長も挨拶の中で「14才というのは物事の志を
決め始める年令なので、さまざまな角度から実際に仕事を見

てみる、考えてみることが必要だ。子どもたちと直接語り合

える有意義な時間である」と今回の催しにＲＣが協力する意

義について語られた。続いて飯田新世代奉仕委員長から全体

を通しての説明があり、さらには齊藤幹事からの幹事報告と

続いたあと昼食のお弁当をいただいた。３回目になる今回は 

指導講師も19社で、このボランティアの趣旨に賛同して下さ
りご協力いただいた皆さんの側をみても、ご多忙にもかかわ

らず周到に準備をして機材や資料を用意していただいたのが

よくわかり、あきらかに初回より格段に良くなっている。参

加者の熱意と意気込みを感じずにはいられない。我々も子ど

もたちと楽しく語り合い、ボランティア活動を純粋に楽しん

でもいいのではないかと思った。     （報告者：安藤） 

豊里中学校の桜井校長先生 

上野会長の挨拶 

飯田新世代奉仕委員長からの説明 

齊藤幹事による幹事報告 
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TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

 パネルディスカッション ～知ろう！学ぼう！働こう！～ 

 職業奉仕委員会 

 生徒の代表８名により夏休みに行われた職場体験学習 
 の報告発表会が行われたあと～知ろう！学ぼう！働こ 

 う！～をテーマとしたパネルディスカッションがあり 

 ました。 

 豊里中学校の野田先生が進行役でパネラーには生徒代 

 表の田中沙規さんと佐野武尊君の２名とロータリアン 

 からイーアスつくば総支配人の高柳会員と皆葉自動車 

 社長の皆葉会員の２名が登壇しました。 

 進行役の野田先生の巧みな進行でなかなか興味深いも 

 のとなりました。 

 

 「好きな仕事で生計を立てて行けるかどうか、生活の 

 ためにはやむを得ず好きでもない仕事に就くこともあ 

 りうる」などの現実的な話し、「お客様からお金を頂 

 く瞬間が仕事をしていて最高に充実した時である」な 

 ど具体的な皆葉会員の話などは、聴いている側にも非 

 常にわかりやすくてよかったと思いました。 

 生徒たちも真剣に聞き入っていたのが印象的でした。 

豊里中学校 

  野田先生、田中沙規さん、佐野武尊君 

つくば学園ロータリークラブ 

      イーアスつくば 高柳会員 

      皆葉自動車   皆葉会員 

先生、生徒、保護者、講師、ロータリアンたち 

それぞれが真剣に聞き入っていたのがわかるで 

しょうか？ 
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TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

 グループ別ディスカッション ～働くって何だろう～ 
生徒たちが６～10名ずつのグループに分かれて講師であるロータリアンや先生方との仕事についての話し合
いや職業体験を行いました。当つくば学園RCからは下記の職種について会員関係から出展協力をいただき
ました。なお職種や紹介コメントは誌面の都合上、原文を一部変更させていただきました。 

             職     種             紹 介 コ メ ン ト 

1  非破壊検査  いま何かと話題の耐震診断調査。暮らしの安全を守る仕事。 

2  建設    建築における資格の必要性（建築士、施工管理技士ほか）       

3  リハビリ  理学療法士ってどんな仕事？ 

4  看護師  看護ってどんな仕事？ 人を支え、励ましたい！ 

5  精密機器製造  日本の物作りがあぶない！日本が世界に誇れる物作り技術。 

6  会計事務所  税金って何だろう。税金はどう使われているんだろう。 

7  不動産・司法書士・測量設計  土地購入から登記まで（悪徳不動産を懲らしめる！） 

8  薬剤師（調剤薬局）  公衆衛生と薬剤師としての仕事 

9  ビルメンテナンス業  自分の育った家と働く家（建築物）との関係 

10  介護  在宅での介護が困難となった方への生活支援を行っています。 

11  動物  将来、動物と一緒に働きたいですか？ 

12  料亭  料亭 霞月楼。 日本料理実演 

13  保育教員  幼稚園とは？ 先生になるためにはどんな勉強が必要かな？ 

14  ピザハット  手作りピザがどのように作られお客様の元に届くのか？ 

15  研究員  金属材料の研究がもたらす安全性を紹介 

16  イーアスつくば  お客様をお迎えするイーアスつくばのスタッフ魂。 

17  人事労務  保険ってなあに？ 簡単にお話します。 

18  牛久シャトー  “私の波乱万丈の人生”（人生って素晴らしい） 

19  広告代理店  イラストからできる会社の広告デザインやWebデザイン。 
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      グループ別ディスカッション会場から                

TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

子供たちが楽しめる事を一緒に 手作りピザのお話 金属材料の研究を解り易く スタッフ魂を解説 

君たちの情熱が必要です。 税金って何だろう？ 悪徳不動産をこらしめる！ 料亭の日本料理実演 

広告デザインのイラスト 介護は様々なサービスを提供 ペットショップの仕事内容 薬物乱用はダメ！ゼッタイ！ 

赤外線カメラが２台も 建築における資格の必要性 理学療法士のお仕事 人を支え、励ましたい！ 

保険の話を簡単に 人生って素晴らしい 働くということを解説 
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      グループ別ディスカッション会場から                

TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

大根のかつらむき実演。プロの包丁裁きをじっと見つめる。 シャリの握り方がコツ？ 

実物に見て触ってわかりやすく解説する講師 特別にコーギー君たちにも触れ合えました。 

絶対に大人も聴きたくなる、現役第一線で活躍中の超一流豪華講師陣！ 
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 国際ロータリー第２８２０地区 第６分区ＩＭ 報告  

平成２１年２月２１日（土）は移動例会。第６分

区インターシティミーティングが国民宿舎「水

郷」にて開催されました（ホストクラブ：阿見

ロータリークラブ）。 

最初に、片岡信彦ＩＭカウンセラーが「国際奉仕

について」と題して基調講演を行いました。 

その後、『海外青年協力隊の活動を知ろう』と題

して２名の元海外青年協力隊員を講師に招き、実

際の活動について報告が行われました。 

懇親会では、アトラクションとしましてジャズ歌

手田中ショウリさんによるジャズ&懐メロソング
リサイタルショーが行われ、学園ロータリーメン

バーを初め会場全体が大いに盛り上がりました。 

配布資料 

吉田光男ガバナー補佐挨拶 

基調講演「国際奉仕について」 

ＩＭカウンセラー（パストガバナー） 

片岡 信彦 様 

海老原雄一地区幹事挨拶 

（廣瀬ガバナー不在のため代読） 

阿見町長 川田弘二様 
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講演① 「海外青年協力隊に入隊した動機と活動して今思うこと」 

講演② 「子供たちの未来のために活動して今思うこと」 

元チュニジア海外青年協力隊員 武田 記代子 様 

元バングラディッシュ海外青年協力隊員 市川 圭司 様 
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     会場から 

上野会長、井田会員 

増山会員、佐藤副幹事 石川直前会長、田上会員、大木会員、小城会員、安藤会員、宮澤会員 

若者の発表に感銘 

皆葉ＳＡＡ 川崎副会長、岡添会員 

堀越会員 身を乗り出して・・・。 

休 憩 時 間 の ひ と と き 、 そ れ ぞ れ 思 い の ま ま に ！ 
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     会場から 
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さて、飲みましょう。 撮影者にもお酒をいただきます 

おっとっと・・。 声も高らかに乾杯！ 

席が離れてしまいました。 

本日のお食事 

懇親会も大いに盛り上がってまいりました 本日の変顔大賞！ 

ジャズ歌手田中ショウリさんを囲んで。 他クラブ会員との交流も深まりました！！ 


