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2011/01/27 

 １月２７日（木） 移動例会「中学生と語る会」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. 

会長挨拶 
 

 皆さんこんにちは。「中学生と語る会」は、今回で5回目でご

ざいます。学校の行事のタイトルは、「ワークフォーラム2011 

～様々な職業を体験して 自分の将来を広げよう～」です。 

 本日は、月末のお忙しい中、講師を引き受けていただきまして

ありがとうございます。また、つくば学園ＲＣの会員も多数ご参

加いただきました。 

 今回は第2820地区の金子元則新世代奉仕委員長もお見えにな

られます。 

 本日は、1日よろしくお願いいたします。 会長挨拶をする川崎庄一会長 

教頭先生挨拶 
 

  皆さんこんにちは。本来なら学校長の斉藤眞一からご挨拶を

申し上げるところではございますが、昨日から明日まで1年生の

共同宿泊学習を引率しておりますので、教頭の加藤升がご挨拶申

し上げます。 

 つくば学園ＲＣの皆様には、日ごろから地域貢献ということ

で、いろいろなご支援をいただいておりますことを感謝申し上げ

ます。また、本日は2年生の職業体験といたしまして、ワーク

フォーラム2011を企画しましたところ、22名の事業所の方にご支

援いただいて、働くとはどういうことなのかをご指導いただく機

会をいただきまして、本当にありがとうございます。 

 前半は、子供たちが夏休みにかけての職場体験活動を行いました。また9月には経済や政治の中心地

である東京に出かけまして、地元ではなかなか経験できないいろいろな事を体験してまいりました。

その発表がございますので、どうぞお聞きください。 

 後半は、講師をしていただく皆様に、いろいろな事を子供たちに語っていただいて、質問などを受

けていただきたいと思います。是非子供たちの職業観を育てていただければありがたく思います。 

 一つお願いですが、ワークフォーラムにおきまして、目先の興味での質問があるかと思いますが、

働くことへの苦労や喜びを伝えていただいて、社会人としての生きがいや責任というものを語ってい

ただき、 終的には人間としての生き方をお伝えいただければありがたいと思っております。 

 本日はよろしくお願いいたします。 

挨拶をする加藤升教頭先生 
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 職業奉仕委員長挨拶 
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増山栄職業奉仕委員長挨拶  
      

 職業奉仕委員長の増山栄でございます。本来は新世代奉仕委員

会の主幹例会ではございますが、ちょうど私が会長の時に「中学

生と語る会」を始めさせていただきまして、今回で5回目を迎え

ることができました。 

 第1回目の開催から皆葉真治幹事が豊里中学校様のすぐ隣とい

うこともありまして、非常に愛情を持ってこの学校を見つめてい

らっしゃいます。私たちはそのお手伝いをさせていただいている

のがこの事業でございます。 

 年を追うごとに、講師として参加をしていただく企業の方が増

えております。それに伴って、様々な職種の職業のご紹介ができ

るかと思います。そのような中で、多感な時期を迎えている中学

2年生の子供たちに、少しでも職業に対していい影響を持っていただくことができればいいなと考え

ております。 

本日も非常に寒い1日ではありますが、数年前から大きな暖房機もご用意いただいておりますの

で、大丈夫かと思います。本日は長丁場でございますので、 後までどうぞよろしくお願いいたしま

す。 

委員長挨拶をする 

増山栄職業奉仕委員長 

皆葉真治幹事による本日の確認事項の説明 
 

 本日はお忙しい中お手伝いいただきまして本当にありがとう

ございます。また今回の段取りにあたりましては、皆様方のＦＡ

Ｘ番号を何度も間違えまして、本当に申し訳ございませんでし

た。 

 これからの予定の確認をさせていただきます。まずはこれから

お食事をお取りいただきます。その後体育館におきまして、開会

式は13:25から行います。それまで1時間弱ございますので、講師

の方にはご準備をお願いいたします。 

 開会式終了後、子供たちの職場体験の発表会が約40分ありま

す。その後、講師の方には14:35からグループディスカッション

の1回目、15:00からグループディスカッションの2回目を、それ

ぞれ20分間行っていただきます。閉会式は15:25を予定しており

ます。 

 非常にお寒いところではございますが、今日1日よろしくお願

いいたします。 

 本日の確認事項の説明 

本日の確認事項を説明する 

皆葉真治幹事 

左の写真は、体育館の舞台の上に設置されたワークフォーラ

ム２０１１の看板です。 

子供たちの思いのこもった、素晴らしい手作り看板ですね。 
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   ワークフォーラム2011 講師一覧 
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No 職種 会社名 タイトル 

1 非破壊検査 (有)エースビルド みんなの安全を守る「耐震診断」 

2 建設 大和ハウス工業(株) 「住まいを創るということ」 

3 建築 矢島エジソン(株) 建物造りの楽しさと厳しさを理解しよう！ 

4 看護師 (医)筑波記念病院 看護の仕事の紹介 

5 精密機器製造 
日本サポートシステム

(株) 携帯やデジカメを作るための道具づくり 

6 薬剤師（調剤薬局） 

エイ・ビー・シー・ド

ラックアンドファーマ

ケア 

公衆衛生と薬剤師としての仕事 

7 ビルメンテナンス業 ともゑ 人の一生は中学生活からスタートする 

8 介護 特養 憩いの里 
地域社会において、自然にやさしい人にやさしい

家庭の場を提供する 

9 動物 
ドッグコミュニティー

サロンＤｏｇＣｏｍ 

動物のお仕事の種類とそのお仕事に就くにはどう

すればよいかをお話しします 

10 幼稚園教諭・保育士 つくば市立上郷幼稚園 幼稚園教諭・保育士になりたい人 この指とまれ 

11 ピザハット 
ピザハットつくば竹園

店 
ピザがお客様に届くまで 

12 研究員 (独）物質・材料研究機構 命を守る材料研究 

13 西武百貨店 西武筑波店 地域地元のお客様にとって『私の店』になる 

14 助産師 助産院 ら・くな つないだ生命・支え会う気持ち・安心できる心の手 

15 結婚式場 (株)ホテルグランド東雲 
「国際都市つくば」はどのように創られてきた

か？ 

16 酒造 (資)浦里酒造店 発酵と腐敗の違いはしっていますか？ 

17 証券会社 野村證券(株)つくば支店 お金のはなし 

18 証券会社 水戸証券(株)つくば支店 株式会社とお金の仕組み 

19 税理士 (税)鯨井会計 税金てなんだろう？ 

20 住宅リフォーム (株)青木住設 
リフォームでの新しい生活空間による、笑顔あふ

れる家庭づくり 

21 保険代理店 
(株)つくば相続支援セン

ター 
保険の仕事を通して経験した「働く」ということ 

22 イーアスつくば 
大和ハウス工業(株)ＳＣ

事業部イーアスつくば 
笑顔と感動溢れた『未来の街づくり』のため 
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    １月２７日 食事会場スナップ   
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 中学生と語る会に先立ちまして、まずは会員と講師の方々による食事会がございました。皆様月末の

お忙しい中ご出席いただきまして、ありがとうございました。 
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    １月２７日 ワークフォーラム2011開会式   
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 ワークフォーラム2011の開会式の模様です。司会進行や開会挨拶などは子供たちが行っておりまし

た。教頭先生と川崎庄一会長が挨拶をされました。 

 開会式ご挨拶 

 加藤升教頭先生挨拶 
 今日は、ワークフォーラム2011です。ここで皆さんにお話しするにあたり、図書室によってきまし

た。そこには、仕事に関する書籍がたくさんありました。特に「13歳のハローワーク」という本は、数

年前にとても話題になった本です。ちょうど君たちの年代に読んでもらうといい本です。皆さんが仕事

に就くということは先の未来の話かもしれませんけれども、この時期、総合的な授業で職場体験なども

体験して、そして今日の発表会を迎えます。また、地元企業の方々の話を聞く機会は、皆さんにとって

とても大事なことです。 

 ちょうど中学2年生の年齢は、武士の時代では元服を迎える年齢です。また、立志式を行う時代もあ

りました。立志式とは、これからの自分の生き方について、どんな目標を掲げて、自分は何をすべきな

のか、高い志をたてて、真剣に生きていく覚悟をきめるための式です。 

 前半は、皆さんが夏休みから9月にかけての職場体験の発表会です。私も皆さんの発表を楽しみにい

たしております。後半は、つくば学園RCの皆さんのご支援をいただいて、働くことのお話をいただき

ます。どうぞ真剣に話を聞いて、質問があったらどんどん質問をして、これからの皆さんの未来が開け

ることを願っております。つくば学園RCの皆さん。本日はよろしくお願いいたします。 
 

川崎庄一会長挨拶 
 皆さん、こんにちは。本日は、職業について考えるということで、様々な職業の講師の皆さんがお見

えになっております。皆さん方と一緒に勉強していきたいと思います。 

 皆さん、今日朝起きて、歯磨きして、顔を洗って、自分の顔を鏡で見たと思います。今朝、鏡を見ま

したか？鏡は自分の姿をありのままに移しますね。怒っているときは怒っているように、楽しい時には

楽しいように映りますね。 

 皆さん、世の中にはもう一つの鏡があることをご存知ですか？それは皆さんの隣にいる人が鏡です。

例えば、隣の人に「バカ野郎」といったとします。そうしたらどのような反応が返ってきますか？言わ

れた人からも同じ反応が返ってくると思います。それが、「今日はかわいいね」と言われたら嬉しいで

すよね。その場合は、うれしい気持ちで相手の方と対応ができると思います。つまり、自分の思ってい

る通りに相手から返ってくるのです。これは鏡と一緒です。言葉とはとても大事です。自分の言葉が相

手に伝わって、相手の表情に自分が写ります。鏡と一緒です。人は自分を映す鏡です。 

 ペットボトルに水を入れて「ありがとう」を3回唱えて蓋をします。もう一方のペットボトルには同

じく水を入れて「バカ野郎」と3回唱えて蓋をします。それを一晩冷凍庫に入れて凍らせたといたしま

す。それを顕微鏡で覗くと、「ありがとう」といった結晶は、きれいな結晶になってます。「バカ野

郎」といった結晶は醜い結晶になってます。言葉は非常に大事です。皆さん、これからは綺麗な言葉を

使いましょう。本日はよろしくお願いいたします。 
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    １月２７日 会場スナップ①   
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 グループディスカッションの模様です。私自身が講師をお引き受けいたしましたので、川崎庄一会長

に写真撮影をお願いいたしました。ありがとうございました。 
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    １月２７日 例会会場スナップ②   
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 引き続きグループディスカッションの模様です。生徒も真剣ですが、講師の方々も真剣です。 

 出席率報告   １月２７日（木）  移動例会 

会員数 出席数 欠席数 内無届欠席数 出席率 

６６名  ３８名  ２６名  ０名 ８７．５０％ 

出席免除 

２名 

メイク・ゲスト 

１８名 



編集後記                （クラブ会報委員長：鯨井） 

●今回の例会は「中学生と語る会」です。未来にはばたく中学２年生と話し

合いをもてたのは、私たち大人にとっても素晴らしい経験となりました。以

前より、諸外国と比較して日本の子供たちは夢をもっていないとの報道がな

されておりますが、豊里中の子供たちは、職場体験の発表やグループディス

カッションを通しても、きらきらと目を輝かせて、発表したり質問したりす

る子が多かったと感じたのは私だけでしょうか？是非とも来年度も実施した

い事業です。 

●話は変わりますが、米格付け会社スタンダード・アンド・プアーズが、２

７日日本の長期国債の格付けを「ダブルA]から「ダブルAマイナス」に１段

階引き下げました。その理由は、財政赤字が今後数年にわたって高止まりす

ることが予想されるためです。 

 この「ダブルAマイナス」は上から４番目であり、財政不安に揺れるスペ

インを下回り、中国、サウジアラビア、台湾などと同じ水準です。 

 公的債務残高の国内総生産（GDP)比率は、２００％超と、主要国の中で

は突出して高い状況です。 

 今日の子供たちの笑顔を見ると、現役世代の私たちが痛みを伴う改革を断

行し、子供たちに負の財産を引き継がないことが大切だと痛感しました。 

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   ２月 世界理解月間 
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  ２月０３日  会長挨拶 

        四半期決算報告・委員長報告 

        ２月奥様誕生・結婚祝 

        １月ニコニコ大賞 
 

  ２月０６日 ＩＭ（インターシティー・ミーティング） 
 

  ２月１０日 休会 （２月６日振替の為） 
 

  ２月１７日 ディスカッション例会 「各業界の今後の見通し」 

        ２月会員誕生祝 
 

  ２月２４日 職業奉仕報告卓話 「小関迪会員」 


