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 ２月９日（火） 中学生と語る会「ワークショップ２０１０」 

          つくば市立豊里中学校  移動例会報告 

会 報 

つくば学園ロータリークラブ    

  

 

 It is the 24th year since 1986 TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

当クラブ恒例となった感のある４回目の「中学生と語る会」ワークショップ2010が２月９日つくば市立豊里

中学校の体育館、豊武館で行われました。豊里中学校の２年生 147名を対象に、今回はつくば学園ＲＣ会員

19社がそれぞれの職業に関連した説明やディスカッションにご協力下さいました。新世代奉仕、職業奉仕、

社会奉仕の各委員会活動を広く網羅する意味のある奉仕活動となり、生徒たちの限りない可能性にどんな形

であれ少しでも役に立つことができればうれしい、との当クラブ会員やその関係者、学校側を含めて全体の

熱い思い（好意と友情）が伝わってくれたものと期待します。昨年の夏に職場体験学習をしてきた生徒たち

の発表を聴かせてもらい、働くことの喜びや慣れないことへの戸惑いなど、働くことに対するの純粋な思い

を知ると、もっとシンプルに仕事を楽しまなければいけないな、とか初心を忘れてはならないな、と私自身

が気付かされたりもしました。 「100年に一度の不況」といわれる不景気の真っただ中、平日の昼間に貴重

な業務時間を割いて献身的にこの活動にご協力いただいた会員各社様には大変頭が下がる思いです。ロータ

リー四つのテストにある「みんなのためになるかどうか」の一行に照らし合わせたとき、おそらく「ために

なる」との答えを導き出し、ロータリアンとしての誇りと使命に基づいての本奉仕活動へのご参加であった

のではないかと思います。余談になりますが私の会社では、当初はおそらく面倒だと思っていただろう社員

が、私に言われて渋々この奉仕活動に参加し、後日中学生からいただいた手書きの感想文に大変感激し、以

来毎年積極的な関心を示してくれるようになりました。毎回様々な社員に交代で参加させてみたらどうか、

という意見まで言ってくれます。また限られた時間の中で自分たちの行っている業務をどう説明したらよい

か、みんなに判り易く説明するにはどんなアイテムが必要か、など時間のあるときには相談しているようで

す。それから生徒たちに交じって各会員会社の趣向を凝らした説明を拝聴してみると、大変勉強になること

も判りました。それぞれの講師陣が第一線の現役プロであるからこその説得力や興味深い話を織り交ぜてお

聞かせいただける訳ですから、大人にだって有益な時間です。私自身の例でいえば、日頃あまり陽の当たる

ような業種ではありませんし、地味で判りづらい仕事をしている関係で改めて自分たちの職業を他の人に説

明する努力をしてみることで、自分たちを見つめなおす機会にもなっているような気がします。つまり「子

供のためになる」と同時に「自分の（我々の）ためにもなる」と理解して本奉仕活動に参加しております。 

個人的には、対象の限られた生徒たちだけでなく保護者や近隣の市民にまで参加してもらっても十分有益な

楽しい内容なのではないかとの感想を持っています。今後も本奉仕活動が継続されることを願っています。 

校舎外観 
体育館・豊武館 

の外観 
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  移動例会   

ＳＡＡ大野会員の進行で12：00より移動例会が会議室で始りました。当クラ

ブ東郷会長が４回目となるこの活動に対しての取り組みを説明した後、豊里

中学校の齊藤校長先生からご挨拶がありました。「好きなことは興味を持っ

て取り組むが、自分が嫌いなことはやらない、では社会で通用しない。仕事

に向かう姿勢や取り組み方を、皆さまの経験を通じて生徒たちに語っていた

だけたらと思います」と会員への期待をお話し下さいました。 

挨拶する東郷会長 

齊藤校長先生のお話 

そのあとは浦里新世代奉仕委員長から「今日１日の活動を自分が

中学生だった頃を思い出しながら楽しみたい」と抱負を語り、皆

葉会員からスケジュールの説明が行われました。 

会員や講師を担当する方々など総勢33名の参加者は、お弁当をい

ただきながら打ち合わせに余念がありませんでした。 

浦里新世代奉仕委員長 皆葉会員から説明 

会員、講師担当の皆さま 本日はよろしくお願いいたします。 

お忙しいところをご参加下さいましてありがとうございました。 

  移動例会スナップ   
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   ワークショップ ２０１０             
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場所を体育館に移していよいよ「ワークショップ 2010」が始まりました。いろいろな職業を体験すること

で自分の将来を考えてみる、働いている人や友達の考えを参考にして、自分の目標をしっかり見つめる、と

いうことを目当てにして生徒を代表して７名が「職場体験学習報告発表会」を行いました。 

航空自衛隊霞ヶ浦分屯基地と陸上自衛隊武器学校で体験してきた島田亮太君

は、戦車や銃に興味があったので自衛隊を選んだそうです。「災害の救援や

有事に備えて常に準備を怠らない厳しさに触れて、改めてあこがれの自衛隊

に入りたい気持ちが一層強くなった」「これからは体力をつけないといけな

い」と感じたそうです。 

マクドナルドで仕事の楽しさを体験してきたという倉持稜子さんは、仕事の

大変さも味わったそうです。「お金を稼ぐために働くのだと思っていたが、

お客様が喜んでくれた時の嬉しさを感じて働く意味の深さを感じた」と発表

しました。 

長谷川双葉さんは人の役に立ちたいと思って看護師を体験してきたそうで

す。「患者さんの気が楽になるように気遣い、笑顔で接することが大事だと

感じた。命を預かる大事な仕事なので、厳しくてもやりがいがある。もっと

看護師が増えてほしい」と報告しました。 

直井千明さんは美容室でひたすら掃除に精を出したことで広い店内を短時間

できれいにすることができるようになったそうです。「笑顔、明るい性格の

２つはどんな仕事にも共通する大事なことだと気付いたそうです。 

青木美伶さんは紅茶のお店で体験をし、ちょっとのことが大切だと感じた

そうです。「学校に行くより楽そうだし早く働きたいと思っていたが仕事

の大変さが判りいつもの違った自分を発見することができた」そうです。 

動物病院で体験してきた島根沙希さんは、頼まれた仕事が終わるとすぐに次

の仕事を探したそうです。「働くことは養われていた立場から養う立場にな

るということで、一人の独立した個人としての責任が発生すること」を学ん

だそうです。 

写真館で職業体験をした山口祥平君は、「写真の撮影技術より地域のお客

様との信頼関係を作る気遣いや計算力、忍耐力を身につける事が大事だ」

と気付いたそうです。コミュニケーションを大切にして誇りを持って仕事

をやっていきたい」と思ったそうです。 
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   グループ別ディスカッション            
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生徒代表７名による「職場体験学習報告発表会」に続いて「グループ別ディスカッション」に移りました。 

ここからは我々ロータリアンの出番です。協力各会員会社は１９社で様々な職種が勢ぞろいしました。実際

に使っている道具や実物を持ち込んだり、資料を配布したり、ＰＣを使って視覚的に訴えたり、と各講師陣

は趣向を凝らして周到に準備してきたことが一目稜前で判りました。会場のあちらこちらで生徒たちが真剣

に話を聴いている姿、メモを取る姿が見られました。いつもとは勝手が違う中学生たちを相手に、講師も生

徒たちの真剣な眼差しに応えて戸惑いながらも熱心に語る姿はとても素晴らしい光景で好感が持てました。 

講師のお一人にお話を伺ったところ「事前に勝手に想像していたのと違い、生徒たちがとても真剣に話を聴

いてくれて、質問もしてくれたので驚きました」という感想が返ってきたことをご報告しておきます。 
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   グループ別ディスカッション            
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写真をご覧になればわかるとおり、この豊里中学校の生徒さんたちは全員が講師の熱心でわかりやすい説明

にまじめに耳を傾け熱心にメモを取り続けていたのです。 

私は会場内各所ををくまなく見て歩いたのですが、どこのをのぞいてみても説明を聴く姿勢が素晴らしく、

講師の問いかけにもきちんと答えることができる生徒たちの姿がなぜかとても印象的でした。 

少なくとも私の中学生時代にはこのような経験をしたことが無いばかりか、中学２年生で自分の将来につい

てこんなに真剣に考えたことがありませんでした。 

もちろんこんなにさまざまな職種の現役講師から直接にお話を聞いたり質問をしたりする機会は圧倒的に皆

無だったのですが、皆さんの中学生時代はどうでしたか？ 

中学生でも２年生になると自分の目標がある程度固まっている生徒は、その目標に向かっていろいろと努力

を始めるようですし、まだ具体的な目標が定まっていない生徒は、これから自分の夢や可能性をさらに広げ

て目標をさがすのでしょうね。 

いずれにせよ限りない将来の可能性を持っている生徒たちが羨ましく感じるのはどうしてなんでしょうか？ 
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   グループ別ディスカッション（講師の方々）           
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１．非破壊検査 ２．建設 ３．建築 

４．看護師 ５．精密機械製作 ６．司法書士 

７．薬剤師（調剤薬局） ８．ビルメンテナンス ９．介護 

10.動物 11.幼稚園教諭・保育士 12.ピザハット 
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  グループ別ディスカッション（講師の方々）            

2009-10 Vol. 24 TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

13.研究員 14.イーアスつくば 15.ミュージカル俳優 

16.医師 17.結婚式場 18.酒造 

19.証券会社 

会場スナップ 
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 グループ別ディスカッション             

2009-10 Vol. 24 TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

     

 キャリア教育指導派遣講師   

           （敬称略） 

  職種 会社名 紹介会員 講師 

        岩間 夕子 

1 非破壊検査 (有)エースビルド 安藤 栄敏  林  宏行 

        神谷かおる 

2 建設 大和ハウス工業㈱ 大友 浩嗣 川崎 恵昭 

3 建築 矢島エジソン㈱ 矢島 定雄 矢島 定雄 

4 看護師 （医）筑波記念病院 小関  迪 大田 和子 

        中村まゆみ 

5 精密機械製造 日本サポートシステム㈱ 井田 充夫 井田 充夫 

6 司法書士 佐藤事務所 佐藤 裕光 佐藤 裕光 

7 薬剤師（調剤薬局） エイ・ビー・シードラッグアンドファーマケア 菅原  俊 菅原 俊 

8 ビルメンテナンス業 テスコ㈱ 田口 幸男 大山 進 

        齊藤 司 相談員 

9 介護 特養 いこいの里 増山  栄  飯村修一 介護士 

        室町千恵美 介護士 

10 動物 ドッグコミュニティサロン 東郷 治久 酒井真希人 

11 幼稚園教諭・保育士 つくば市立上郷幼稚園 皆葉 真治 東郷みち代 

12 ピサハット ピザハットつくば竹園店 小城  豊 秋田 哲 

13 研究員 （独）物質・材料研究機構 下村  正 住吉 英志 

14 イーアスつくば 大和ハウス工業㈱SC事業部 高柳 春介 村田 順 

15 ミュージカル俳優 つくばオペラフィオーレ 石井 健三 石井 健三 

16 医師 助産院 ら・くな 前島 正基 田中エリ子 

17 結婚式場 ㈱ホテルグランド東雲 鈴木 敏雄 鈴木 敏雄 

18 酒造 （資）浦里酒造店 浦里 浩司 浦里 浩司 

19 証券会社 野村証券㈱ 宮澤 泰輔 浅井 一郎 

        三瓶 裕美 
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   ローターアクト例会だより            
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 開催日 １月１９日（火） 於 グランド東雲 

 出席者 石塚美沙、小林一政、金炯雅、ヤン（出席率３６％） 

 テーマ 「節分祭準備 おりがみ」 社会奉仕委員会担当 

内 容 新つくばホームでの節分祭の準備をしました。                         

     利用者さんが豆をまくときに使う折り紙の箱を 

     ひたすらおり続けました。そのあとに当日の流 

     れや役を打ち合わせしました。   

 成功点 昨年度は準備が足りなかったので、きちんと準備 

     ができたこと。折り紙をみんなで折ることで、参 

     加意識が高まったこと。    

 反省点 担当者との打ち合わせがこの例会後だったために、 

     その後で更に準備するものがでてきてしまったこと。                      

 今後の 担当者との打ち合わせを早めにして、準備例会では 

 改善点 完璧に準備できたら、会長幹事の負担も減るだろう 

     と思った。 

 

 

 開催日 ２月５日（金） 於 新つくばホーム 

 出席者 石塚美沙、小林一政、金炯雅、ヤン、竹来伸子（出席率45％） 

 テーマ 「節分祭」 社会奉仕委員会担当 

内 容 つくばホームで、アクト主催で節分祭をしました。                       

    朝から豆まきの準備と、RC石井様監修のもと鬼役 

    などのリハーサルを行いました。男性は鬼役として、 

    女性は福の神役として、出演！！！かなり気合の入 

    った鬼と、金会員は韓国の衣装を、竹来会員はイン 

    ドネシアの衣装を着て、福の神となり、お茶とお 

    まんじゅうを渡しました。そしてアクター全員で 

    利用者さんとの交流を楽しみました。                             

 成功点 昨年度より、鬼役も当日の流れも完成度の高い企画 

     となった。福の神の評判が大変良かった。                           

 反省点 RCの石井様に頼りっきりのMCになってしまった。                       

 今後の改善点 来年度も行う企画なので、もっとさらに充実し、 

       当日もあわてることのない交流会にしたいと思った。 

 参加ゲスト つくば学園ＲＣ 増山栄様、石井健三様 

 オブザーバー 筑波学院大学 浅野光様      

 



  

 ３月 ４日（木） 会長挨拶 

          ◇理事会 ◇奥様誕生・結婚祝 

 

 ３月９・１０日（火水）京都山城ＲＣ「２０周年祝」調印式 協定書締結 

 

 ３月１１日（木） 休会（３／１０に振替の為） 

 

 ３月１８日（木） 招待卓話〔調整中） （於 オークラシェルブルー） 

          ◇会員誕生祝   

 

 ３月２５日（木） つくば学園ロータリー基金について 

          ◇３月ニコニコ大賞     

編集後記                    

●今回のクラブ会報「ワークショップ 2010 特集号」はお忙しい岡本

会報委員長の代打として前年度クラブ会報委員長でありました安藤があ

くまでも“臨時に”編集を担当しました。諸事情により会報の誌面構成

や色使いなどが変更されていますが臨時編集号としてご理解をお願い申

し上げます。 

●友好クラブの京都山城ＲＣ「創立20周年記念式典」へは多くの会員が

お祝いにご参加いただける予定です。ご都合の付く方はまだ募集中のよ

うですので是非いかがでしょうか？ 

●観桜会を４月８日(木)に予定しています。 

今年はテーマを「和～Ｊapanese」にしました。美しい桜を愛でる日本

人の心や魂を再び呼び起こすため、和の伝統文化に親しんでいただける

企画をご用意しております。（親睦活動委員会より） 

  

４つのテスト４つのテスト 

１．真実かどうか１．真実かどうか            

２．みんなに公平か２．みんなに公平か        

３．好意と友情を深めるか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 
〒305-0047  
茨城県つくば市千現２丁目１番６つくば研究支援センターＡ２８ 

電話 029-858-0100          FAX  029-858-0101 
Email:gakuenrc@46gama.com 

 ホームページもご覧下さい 

 http://www.46gama.com/ 

    

   例会日   木曜日 １２：３０～１３：３０ 

   例会場   「オークラフロンティアホテルつくば」  

           つくば市吾妻１丁目１３６４－１ 
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 友好クラブ 

    京都山城ロータリークラブ 

   （第2650地区） 

 

 プログラム予告  ３月 識字率向上月間 
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