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2010/9/30 

 ９月30日（木） 例会報告  

会 報 

つくば学園ロータリークラブ    

 

 It is the 25th year since 1986 TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

 例会報告 
 

 １．新入会員卓話 

   ケイ・キューブ(株)代表取締役社長  倉持 武久会員 

   (株)そごう・西武 西武筑波店店長  生井 俊一会員          

 

 ２．報告依頼事項 

       野球同好会  下村 正会員  
点鐘をする川崎庄一会長 

 報告依頼事項 

「ガマーズ惜敗!!」 
 9月18日(土)晴天・第16回地区新善野球大会が栃木県・野木町・野木野球場

にて開催されました。午前9時より開会式にユニホーム姿に着替えて出席、入

場行進や選手宣誓、競技の説明等、本格的です。ガマーズは2試合目の11時30
分からなので、みんなでリラックスして試合を観戦、早めの昼食を済ませて

11時から少しづつ体を動かし準備を整えました、総監督吉岡・応援団長川崎

会長・ピッチャー綿引・キャッチャー下村・１塁伊勢・２塁塚原・３塁菊

地・ショ－ト篠崎・レフト中野・センター大里・ライト冨田の布陣で臨みま

した。対戦相手はしもだて紫水ロータリークラブでいまだ勝った事の無い強

豪チームです。 

 11時30分より試合を開始、紫水ロータリークラブの先行１回表、綿引会員のキレのある速球に紫水クラ

ブが強振してきましたが、3塁菊地・ショート篠崎・ライト冨田の好守で1点でしのぎました。1回裏の攻

撃、ランナーは出ましたがタイムリー無しの無得点、２回表の守り外野陣の好守で無得点に抑えました。

２回裏の攻撃で１点を返して同点に追いつき、３回表紫水クラブが更に１点追加、３回裏の攻撃ようやく

タイムりーが出て1点獲得、４回表２点を取られるが、裏の攻撃で打線爆発３点を獲得逆転、5回表で1点を

取られ、裏の攻撃は無得点で同点のまま時間切れがせまり、6回 終回を0点で抑え逆転サヨナラ勝ちMVP
は中野会員か大里会員かなと思っていました、誰もが勝てると信じていました、6回表 終回ピッチャー綿

引にやや疲れかキレが無くなり痛打され始め大量失点に結びついてしましました、残念！内野・外野共に

スーパープレーの続出で非常締まった良い試合ができました、又、本戦まで4週連続の練習は確実に成果が

有ったと思います。特にアッやられたと思った打球もスーパープレーでキャツチ、攻撃もクリーンヒット

有り、好走塁有りで皆で盛り上がりました。1日無心に白球を追い続け、声を出し仲間を励ますなど、皆同

じ気持ちでクラブ仲間として一つになれたと思います。 後に本野球大会、又練習等に参加してくれた学

園クラブメンバーに感謝して地区野球大会の報告とします、ありがとうございました。  

野球同好会の報告をする 

下村正会員 
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 新入会員卓話 
  

2010-11 Vol. 11 TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

新入会員卓話をする倉持武久会員 

 土浦ロータリークラブで２０年間過ごした後、今年７月からつ

くば学園ロータリークラブに移籍して来ました。実はここで卓話

をするのは二回目でして、二年前の上野年度に「ネパールの学校

建築支援」の話をさせていただいてます。 

 今回は「新入会員卓話」ですから、私自身の紹介を兼ねて私の

職歴をお話したいと思います。 

 昭和２４年、土浦に生まれまして、今年で６０歳になります。

大学を出て野村證券に就職しました。宮澤会員の先輩に当たるの

ですが、実際に在籍したのは１ヶ月間だけでした。入社してすぐ

に父が急死しまして、地元に帰って家業の自転車卸売業を継がな

ければならなかったからです。私は元々家業を継ぐのが嫌で、一

生懸命勉強をして就職した訳ですが、人生は思うようにはならないと痛感しました。 

 実際に継いでみると、思った以上に業績が悪く、２０代は借金の返済に苦労する毎日でした。 

ただ、他に選択肢が有りませんから、とにかくがむしゃらに働く以外にありません。５・６年でよう

やく黒字化したのですが、そのころからスーパーやディスカウント・ストアで自転車をおとり商品と

して扱うようになり、自転車業界全体が赤字業種になってしまいました。 

 何とか別な収益源を作らなければと思い悩む日々が続いた時、友人が東京にコンビニエンス・スト

アと言うのがあって、とても業績がいいらしいと教えてくれました。見学に行ってみると、店も小さ

く、投資金額も少ないので、私にも出来そうだと思いました。早速、事業を行ってるセブン・イレブ

ンに電話して、開業したいと申し入れたのですが、先方は３０店をセットにして地域を埋めて行く戦

略なので、土浦地区は３年後になるとのこと。そう言われても、こっちはすぐにでも開業したいので

待てません。色々と考えた結果、地元のカスミさんが展開していたボランタリー・チェーンのスパー

を改造して、セブン・イレブンのスタイルを真似しようと相談を持ちかけました。ちょうどそのこ

ろ、カスミさんもコンビニに興味を持っていたので、話は順調に進み、昭和５６年５月に「スパー土

浦川口店」をオープンすることができました。 

 小網屋さんのすぐ前で立地も良かったせいか売り上げも順調で、１年後に２４時間営業にすると、

本部も驚くような数字が出るようになりました。この地区で初めての２４時間営業だったので、深夜

の売り上げは独占状態が続き、１日の来客数も１２００人以上でした。自転車卸と一緒に営業してま

したから、私の身体的な疲労は大変でしたが、儲かっていると精神的にはとても楽でした。 

 昭和６０年に、成績優秀店としてカスミ創業者の神林照雄社長とアメリカ視察旅行に行く機会があ

りました。ロサンゼルスからテキサスを回ったのですが、現地ではコンビニが下火で、訪れる先々で

潰れた店を見てショックを受けました。気が早い私は、帰国するとすぐに次の収益源を考えるように

なり、従業員にも「２年後にスパーを閉店する」と宣言してしまいました。とは言っても、具体的な

考えは何もありませんでした。大学進学が希望だった店長は受験勉強を開始し、余談ながらその後、

大学から博士課程に進み、現在は明石高専の教授をしています。メインで働いていた従業員とは、一

緒にオーストラリア・バイク旅行を計画し、２年後に実現して素晴らしい思い出になりました。 

 次の事業ですが、その頃に野村時代の友人に東京で会う機会があり、「土浦に支店を出すらしい」

との話を聞きました。それだったらぜひ私の所を使ってほしいと思い、担当部署に電話してみると、

何と私と同じ支店にいた人が電話に出て驚きました。そんな訳で、話はとんとん拍子に進み、６３年

１１月に６階建てのビルが完成。翌月から野村證券土浦支店として全部を使っていただいてます。 

 その後も自転車卸は郊外に移転して営業してたのですが、平成３年に私が難病になってしまいまし

た。頸椎後縦靭帯骨化症と言うもので、首の靭帯が骨化して脊椎の神経を圧迫、私の場合は主に下半

身が麻痺して歩行困難になりました。翌年東京の病院で手術を受けたのですが、完治にはいたらず、 

ケイ・キューブ(株)      

代表取締役社長 倉持武久会員 
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 新入会員卓話 
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新入会員卓話をする生井俊一会員 
 「人がいて暮らしがあって商品、ｻｰﾋﾞｽがある」地域地元のお

客様にとってお役にたつ百貨店を目指しています。今年は勤続

30年目、ようやく自分の為に働くのではなく、多くのお客様や

支えてくれる仲間の為に役に立ちたいという思いが、強くなって

きました。働くとはまさに「傍を楽にする」事と感じています。 

 私は姉二人の末子長男として東京の練馬区で生まれました。建

設関係の会社に勤めていた父は大変厳格でありながら、海軍時代

に身に付けた自由な精神も持ち合わせていました。躾は厳しく小

学生時代は朝ごはん前に庭や玄関掃除をしていたことが思い出さ

れます。父は自らが時間をかけていろいろな事を私に学ばせ経験

させる機会を作ってくれましたが、中学の頃から麻雀して大目玉

を食らうなど親の期待に反し、長女と逆であればとよかったと、よくぼやかれました。 

大学4年間はﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ部に所属、練習と遊びに精を出しすぎて、卒業も危ういほどでした。就職

は父が喜んだ建設関連会社の内定を蹴り西武を選択した事で、勤務希望地を何処でもと答えた事が大

阪で社会人生のｽﾀｰﾄを切るきっかけになりました。誰一人知りあいも頼れる人もいない、習慣も生い

立ちも違う先輩達と過ごす日々苦しいものでした。仕事を覚えるには、先輩達に礼儀正しく対応をす

る。決してへつらう事ではなく、真正直に一生懸命に働く。随分失敗もしました。しかし多くの周り

の方からかわいがっていただき、恵まれた大阪の生活になったのも、実は父が毎月社会人としての教

えや読むべき本など、手紙で教えてくれた結果です。 

 大阪で14年間それから筑波店まで7店舗、基本の仕事の姿勢は職位が異なっても変えません。

「恕」と「正直一番」この言葉を常に心して仕事に臨んでいます。まだまだ知識が浅く未熟であるか

らこそ現場で根付いた仕事をしようと、お客様を知り、働く仲間の声を聞き、地域に更に貢献できる

店づくりに全力を尽くします。 

 父は十数年前亡くなりました、母一人きりになった寝室の壁にはいまだに父が会員として所属して

いた上尾のﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞの綱領の額が掲げられています。父は毎日この額をみて最後まで「紳士」とし

てふるまったのでしょう。私も自分自身磨きあげるために、ぜひﾛｰﾀﾘｰの多くの皆様からいろいろな

ご指導をいただける事を心よりお願い申し上げます。 

 8月のお盆に久しぶりに父親の墓前で挨拶をしてきました。 

新入会員卓話をする倉持武久会員（続き）  

現在も少し 麻痺が残っている状態です。身体的に弱ると事業意

欲も弱まるようで、平成７年に家業であった自転車卸を廃業しま

した。 

 その頃に、気の合う仲間とロンドンに旅行したのですが、そこ

で英国人の古い物を大切にするライフ・スタイルに感動。１年後

に骨董好きの女房を連れて行くと、すっかりはまってアンティー

ク・ショップを始めることになりました。平成８年の７月に万博

公園の近くでオープン。年に３回ほど英国へ行って買い付けしな

がら、現在に至っています。今回は時間の関係でアンティークの

話までは出来ませんでしたが、興味のある方はぜひホームページ

をご覧になって下さい。 

               http://www.k-cube.biz   
               [ＯＷＮＥＲ’S] には私が書いた英国雑記があります。 

ケイ・キューブ(株)      

代表取締役社長 倉持武久会員 

(株)そごう・西武 

西武筑波店店長 生井俊一会員 
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    ９月３０日 会場スナップ①   

2010-11 Vol. 11 TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

 本日は久しぶりに、ゴルフ同好会初日優勝者の磯山正蔵会員が御出席されておりました。思わずピン

の写真をお撮りいたしました。ポーズのきめ方がさすが磯山会員ですね。これからの御出席もよろしく

お願い致します。 
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    ９月３０日 会場スナップ②   

2010-11 Vol. 11 TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

 浦里会員が少し遅れて例会に参加いただきました。昼食中に写真を撮ってしまうと、遅れていらした

会員のスナップが抜ける可能性がありました。気付いてよかったです。 

 ９月３０日ニコニコＢＯＸ              

川﨑庄一      倉持さん、生井さん新入会員卓話ありがとうございました。 

倉持武久     
 自分の職歴を説明するのは苦労しました。 次回生まれ変わったら、一つの仕

事を真面目に続けたいと思います。 

下村正     

 ガマーズ惨敗！残念無念しかしながら、新人メンバーは、素晴らしい活躍でし

た。 川﨑会長野球部全員メイクにしていただきありがとうございます。 特に富田

会員は喜ぶでしょう。 来年は結城です！又頑張ります。 

生井俊一     
 大変稚拙な卓話をお聞かせしました。 今後ともご指導宜しくお願い申し上げま

す。 

報告 菊地克之委員 

ニコニコBOXを発表する菊地克之委員 
 川崎年度も早いもので四半期を折り返しました。 

 今後益々のニコニコＢＯＸへのご協力をよろしく

お願い致します。 

本日の合計 ￥１６，０００－ 

本年度累計 ￥３５２，０００－ 
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    第１６回地区親善野球大会 スナップ   

 

 

2010-11 Vol. 11 TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

 下村正会員より野球大会当日のスナップを頂戴いたしました。なお、本大会中に冨田茂会員が左足肉

離れで全治1ヶ月の重傷をおいました。皆さんお見舞いの電話をしてあげてください。 

 恵美子・マイヤー様 お礼の手紙紹介           

つくば学園ロータリークラブ 

川崎会長様、皆葉幹事様、佐藤前幹事様、会員の皆様方 
  

 先日水戸滞在の折には、つくば学園ロータリークラブ訪問の機会に恵ま

れ、大変有意義なメーキャップ出席をすることが出来ました。会長様をはじ

め皆様方それぞれが温かくお迎えくださり、また筑波大学の山田学長先生に

もお目にかかれて、非常に光栄に思いました。 

 例会終了後、ホテルの結婚式場でクリスマスキャロルの練習に参加できた

のはとても印象的な思い出となり、指導してくださったテノール歌手の先生

の美声とピアノ演奏技術にも感心いたしました。  

 貴クラブがスポンサーとなってオーストラリア・アデレイドに派遣された牧田アキラ様からは、当日の記

述がのったクラブ週報が私のほうに転送されてきました。 
 それでは皆様方も今後アデレイドへおいでになる日があるのをお待ちしております。モリアルタ･ロータ

リークラブは水曜日の夜に夕食会の例会を開いています。  

 後になりましたがつくば学園ロータリークラブの更なるご発展と皆様のご健勝をお祈り申し上げます。 
            

           オーストラリア9520地区 モリアルタ･ロータリークラブ会員 恵美子･マイヤー 

恵美子・マイヤー様 
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 メークアップの仕方 
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 出席率報告   ９月３０日（木）  例会 

会員数 出席数 欠席数 内無届欠席数 出席率 

６６名  ４７名  １１名  ３名 ７３．３４％ 

出席免除 

２名 

メイク・ゲスト 

０名 

高野勝委員長 報告 

 

 

 やはり最終例会は出席率が悪くなりがちですね。次回

は会長挨拶もございますので、皆さん是非出席してくだ

さい。 

 ちなみに今月の無届欠席者は、累計で１１名でした。 

  
 「ロータリーは、例会に出席することが大切です。必ず出席するように」と、先輩会員から聞かれて悩んでい

らっしゃる新会員も多いと思います。仕事の都合 で出席できないときは、どうすればいいのですか？そんなと

きは、メークアップをすればいいのです。メークアップ“Make-up”、英和辞典を引くと、多くの意味が並んでいま

す。「化粧をする」「決算、精算する」「取り戻す」など。そして、あるかたちのものを補填したり、帳尻を合わせた

り、といったニュアンスの言葉であることに気づくでしょう。ロータリアンの三大義務はご存じのように、「例会の

出席」「会費の納入」「ロータリー雑誌の購読」です。前述のように、どうしても仕事の都合などで例会に出席で

きない場合、それを補うために、他クラブの例会などに出席するのが「メークアップ」。日本語で言えば、「出席

補填」ということになります。他クラブの例会など？「など」ということは、メークアップは、ロータリークラブの例

会以外であっても、できるのですか？はい、できます。新会員の皆さまにとって身近なところでは、地区大会へ

の出席が挙げられるでしょう。そのほかにも、標準ロータリー・クラブ定款第9条 によれば「（2）ローターアクト・

クラブ、インターアクト・クラブ、ロータリー地域社会共同隊、ロータリー親睦活動、仮ローターアクト・クラブ、仮

インターアクト・クラブ、仮ロータリー地域社会共同隊、仮ロータリー親睦活動、の例会に出席すること、また

は、（3）ＲＩ国際大会、規定審議会、国際協議会、ＲＩ元並びに現役員のためのロータリー研究会、ＲＩ元、現なら

びに次期役員のためのロータリー研究会または、ＲＩ理事会またはＲＩ理事会を代行するＲＩ会長の承認を得て

招集された他の会合、ロータリー合同ゾーン大会、ＲＩの委員会会合、ロータリー地区大会、ロータリー地区協

議会、ＲＩ理事会の指示の下に開催された地区会合、地区ガバナーの指示の下に開催された地区委員会、ま

たは正式に公表されたロータリー・クラブの都市連合会に出席すること」(『手続要覧 2007年』P245)と、ありま

す。どの会合でメークアップすればいいかはおわかりいただけたと思いますが、では、いつメークアップをすれ

ばいいのでしょうか?先掲の標準ロータリー・ク ラブ定款第9条には、「（本クラブ）の例会の定例の時の前14日

または後14日以内に」とあります。厳密には、2週間前の例会開始時間から、2週間後の例 会開始時間まで

が、メークアップの期間です。従って、出席できないことがあらかじめわかっている場合には、前もってメーク

アップを済ませてお く、ということもできます。 



   

  １０月０７日 会長挨拶 

        「職業奉仕月間に因んで」 増山 栄委員長 

         奥様誕生祝・結婚祝 ９月ニコニコ大賞 
 

  １０月１４日  「米山月間に因んで」 岡添紘樹委員長 
 

  １０月２１日 川崎年度第１回「スカイツリー・浅草見学」 
 

  １０月２８日  「ガバナー補佐公式訪問」 

         職業奉仕報告 

         塚田陽威会員、古本捷治会員 

         会員誕生祝  

  
編集後記                    （クラブ会報委員長：鯨井） 

●９月７日、中国漁船が日本の領海である沖縄県尖閣諸島付近で操業し、日

本の会場巡視船「みずき」に衝突した事件が起こりました。海上保安庁は公

務執行妨害と違法操業の疑いのある中国漁船の船長を逮捕し、その後船長は

日中外交に配慮した日本の判断にて拘留期限を迎えることなく処分保留で釈

放された事件がありました。 

 中国の圧力に屈した印象を与えながら中国漁船の船長を釈放したことにつ

きましては様々なご意見があろうかと思いますが、私が気になったのは菅首

相や仙石官房長官の発言です。それは釈放が検察独自の判断で行われたと述

べたことです。 

 ここには２つの問題点があると思います。本当に政府が関与せず検察独自

の判断であれば、外交問題に関連した事項について外務省や政府に相談や了

解もなしに執り行えるシステムの問題と、菅首相が、つまり日本のトップが

「国内法に基づき粛々と判断する」と述べているのに結果が異なる事態を招

いている点です。 

 民間の会社でも、報告・連絡・相談の徹底は図られておりますし、対外的

には部下が下したものでも会社の決定事項とみなされます。首相の意向が末

端まで届かない組織、責任を擦り合う組織は長く続きません。菅総理には強

いリーダーシップを改めて求めたいと思います。 

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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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  

 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   １０月 米山・職業奉仕月間 
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