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2010-11 Vol.35 

2011/03/31 

 ３月３１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. 

会長報告             川崎庄一会長 
 先週お話しいたしました避難者の方々への支援につきまし

てつくば市の３クラブで協議をいたしました。その結果つく

ばサンライズＲＣさんにはご賛同いただきました。つくばシ

ティーＲＣさんはもう少し時間をおいて支援を頑張っていき

たいということで今回の私どもの提唱した支援活動とは別の

活動をなさるそうです。 

 現在洞峰公園の体育館に避難している方の人数は少なく

なってきております。また国際会議場は利用期間が3月31

日までですので、茎崎の体育館や洞峰公園の体育館や他の施

設への移動になる予定です。 

 支援事業につきましては、先週の例会でお伝えしました通り入浴の機会の提供にいたしま

す。吉岡昭文会員や東郷治久会員とは打合せを詰めておりますが、会員の皆様方で20名以上

の入浴施設をお持ちの方がいらっしゃれば情報の提供をよろしくお願いいたします。 

 本日例会終了後洞峰公園に参りまして担当者の方と打ち合わせをいたします。担当者の方

の了解が得られれば具体的な日程などが決まってまいります。日程が決まり次第会員の皆様

には事務局よりご連絡いたします。支援事業には多くの皆様のご協力が必要となりますので

よろしくお願いいたします。 

点鐘する川崎庄一会長 

幹事報告             皆葉真治幹事 

 １．３クラブでの支援事業の会議報告の件 

   会長からのご報告の通りです。 

 ２．ニコニコＢＯＸによる義捐活動の件 

   先週の例会におきまして中山正巳ＳＡＡから４月いっぱい 

   までのニコニコＢＯＸを義捐金にあてますとの発表があり 

   ましたが、本年度の奉仕予算が逼迫しておりますので収益 

   金の中から必要経費を除いた分をできる限り義捐金として 

   拠出する方向で考えてまいります。 

   できる限り多くの資金を義捐金にまわしてまいりますので 

   なお一層のニコニコＢＯＸのご協力をよろしくお願いいた 

   します。 

幹事報告する皆葉真治幹事 



Page 2 

 新入会員卓話① 
  

2010-11 Vol. 35 TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

新入会員卓話    
     （株）野村證券つくば支店長 馬目圭造会員 

 野村證券つくば支店長の馬目圭造です。 

 このたびの震災で被害にあわれた皆様に、心からお見

舞い申し上げます。 

 昨年12月からつくば学園ロータリーにお世話になって

おります。今日はちょっと長めの自己紹介と日々感じて

いることをお話ししたいと思います。 

 馬目という苗字は福島のいわき辺りのものだそうです

が、私自身の出身は大阪です。昭和43年に東大阪市とい

う、奈良と大阪の県境にある標高642ｍの生駒山のふも

とで生まれました。当時は茨城に似て自然の多いところ

で、小学校2年生まではそこで育ち、3年生から大学を卒業するまでは大阪市で過ごしまし

た。大阪は天保山という標高4.5ｍの日本一低い山のとなりで、大阪湾のすぐ近くの海沿いの

何もない町でしたが、バブルのころからウォーターフロントとして開発され、今では家の裏

に世界最大級の水族館「海遊館」が建設され、直径100ｍのアジア最大の観覧車がベランダ

の真正面で回転し、渡し船で川を渡ったところではＵＳＪがにぎわっている、というそんな

ところです。 

高校は地元の市岡高校を出て、大学は大阪外国語大学というところに入れていただきまし

た。大学入学に絡んでの出来事は忘れることのできない大きな分岐点になっています。合格

発表の日、忘れもしない受験番号は「D-13」、合格発表のボードにはありませんでした。と

りあえず国公立一本しか受験していませんでしたので、駿台予備校に入ることを決めていま

した。ある日、大学の学生課から連絡がありました。「1名辞退者が出たんですがどうされま

すか？」と。最初は誰かのいたずらか詐欺かと思ったんですが、本当でして、よく聞くと合

格発表のときに補欠合格者として別のところに掲示されていたそうです。1名辞退者が出たお

かげで浪人生活から一転して現役で大学に入れてもらえることになりました。せっかく入れ

てもらえたんですから真面目に勉強すればいいのに大学時代はテニスに明け暮れてしまいま

した。それでも無事に4年で卒業し、野村證券に入社しました。 

就職先としては評判のよろしくない野村證券は志望先ではなかったんですが、面接官の魅力

に惹かれて入社してしまいました。入社してからはほとんど営業一筋でして、最初が大阪の

千里支店、新宿野村ビル支店、天王寺駅支店、名古屋駅前支店、小岩支店、本社、つくば支

店と来ています。170もある支店のうち、万博開催地に3回、大震災のあったところに２回

というのは不思議なものです。 

野村ではサラリーマン人生を20年過ごしてきました。そんな中でひとつだけ自慢できるこ

とがあります。人に恵まれてきたことです。野村證券にどんなイメージをお持ちかわかりま

せんが、いろんな人間がいます。そんな中でも仕事観、人生観といったものを考えさせてく

れるような上司や仲間、また社外にも一緒にいろんなビジネスを作り上げるような方々、今

でもお付き合いいただいているお客様などすばらしい人にめぐり逢えました。転勤というの

は大きな節目になっていて、この時期はいろんな懐かしい方々との接点が増えます。そんな 

新入会員卓話をする馬目圭造会員 
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 新入会員卓話② 
  

2010-11 Vol. 35 TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

新入会員卓話（続き）   
中で今までの人生で人に恵まれてきた幸せを痛感すると

同時に、自分にとっての大きな分岐点、補欠合格だった

あのとき辞退者が出ていなければどんな人生になってい

たのか？？？と考えたりします。もしかすると違う大学

に入っていたかもしれませんし、当然社会に出るのは1

年遅れているわけですから野村證券に入っていたかどう

かもわかりません。今の私にとって大切な人たちにもめ

ぐり逢えていたかどうか・・・。多分まったく違う人生

を歩んでいたでしょう。 

 日々、何気なく選択していることが、実は大きな分岐

点になっているかも・・何てことも考えたりしていま

す。ただどんな場合でも自分自身で選択した以上、精一杯生きたいと思っています。私はサ

ラリーマンですから辞令ひとつでいつどこに行くかはわかりません。いつまでつくば支店に

居られるかはわかりませんが、「つくばに居るときにこんな素晴らしい方と出逢えた。こん

な出来事があった。」と胸を張って言えるような出逢いやお付き合いが、つくば学園ロータ

リーに参加させていただく中でもさせていただければ、と思っております。人には恵まれて

いる私ですから、必ずあると信じています。 

若輩者ではごさいますが、今後ともどうぞよろしくお願いします。 

新入会員卓話をする馬目圭造会員 

 ３月会員誕生祝 

 

３月会員誕生日 
 

 ８日 皆葉 真治会員 

 ９日 田口 幸男会員 

１４日 下村 正 会員 

１４日 大木 康毅会員 

１９日 塚原 英夫会員 

１９日 飯田 正行会員 

２５日 宮本 学 会員 

２８日 鬼澤 善則会員 
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 国際親善奨学生卓話 
  

2010-11 Vol. 35 TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

2008-09年度国際親善奨学生   牧田英氏   
 私、2008-09年度国際親善奨学生の牧田英と申します。こ

のたびは、ここつくば学園ロータリークラブのご推薦を頂き、

2009年2月からオーストラリア国立アデレード大学大学院経

済学研究科に所属し、昨年12月に修了し、帰国して参りまし

た。 

 本日はこのような機会を頂きありがとうございました。又茨

城県でも今回の東日本大震災で大変な思いをされていることと

思います。今回の地震で、オーストラリアでお世話になった

ロータリアンの方、各国の友人からも励ましのメールを頂き、

世界中の多くの人たちが日本を応援してくれているのに感謝し

ています。一人ひとりができることを常に心がけていきたいと

思っています。 

本日は短いお時間ですが、帰国の報告と皆様へのお礼の挨拶として、急遽参加させていただくことにな

りました。改めて、感謝しております。又、国際親善奨学生として、受入地区のロータリークラブを訪問

しスピーチを行ってきました。そこで現地のクラブと交換したバナーを持ち帰ってまいりました。 

それでは、留学生活において2点ご報告いたします。一点目に学業に関してですが、私は、計量経済学と

いう、統計学あるいは数理経済を中心に学んできました。さらに、開発経済学に応用させ、発展途上国の

金融システムについても学びました。明日4月1日から再保険という「保険（会社）の保険」と呼ばれる部

門で、今までの経験を十分に活かし、一生懸命頑張っていきたいと思っております。 

二点目は、留学中のロータリーとの関わりについてです。ホストカウンセラー、マリー・度リントンさ

ん、そのご家族、その他にも何人かのロータリアンの方には、大変お世話になりました。ロータリーのイ

ベントへの参加、スピーチの手配などを定期的に行っていただいただけでなく、二度の地区大会への参

加、メルボルンで開かれたロータリー財団セミナーで、他国からの国際親善奨学生との交流など、ロータ

リー奨学生だからこそ経験できたことだと思います。その他、個人的に、ホストカウンセラーのご自宅で

クリスマスを一緒に過ごしたり、誕生会に呼んでいただいたり、貴重な時間を過ごしました。ホストカウ

ンセラーからは、「あなたは、私達の家族の一員よ」と言われた時は、本当に嬉しかったです。今後も、

一生のお付き合をしていくつもりです。 

その他の活動ですが日本ではできない経験もしました。難民支援を行っているNPOのボランティア活

動、こどもの日フェスティバルの企画をし、日本の文化の良さをより多くの方に知ってもらうことができ

ました（例えば、民謡、日本食、武道）。親日国でもあるオー

ストラリアでも、まだまだ日本の文化について知らない人がほ

とんどなのでとてもやりがいを感じました。そこで、アデレー

ドでロータリアンをしている、エミコ・マイヤーさんとお会い

しました。エミコさんのクラブに訪問したり、イベントにも参

加させて頂き大変お世話になりました。 

最後になりますが、ロータリーの国際親善奨学生としての2

年間は、私の人生で最も充実した期間であり、貴重な経験だと

思っております。このような機会を与えていただいた、第

2820地区、つくば学園ロータリークラブの皆様、そして留学

中、派遣地区カウンセラーとして支援していただきました佐藤

裕光様に、大変感謝しております。今後、第2820地区のロー

タリー財団学友会に参加し、将来の国際親善奨学生への支援な

ど、元奨学生としてできることがあれば積極的に活動していき

たいと考えております。ありがとうございました。 

2008-09年度国際親善奨学生牧田英氏 

交換された１７枚のバナーを 

川崎庄一会長に手渡す牧田英氏 
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    ３月３１日 会場スナップ①   

2010-11 Vol. 35 TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

 本日は新入会員の馬目圭造会員よりイニシエーションスピーチを頂戴しました。多少緊張しているよ

うに見受けられました。過日の吉岡昭文のようなスピーチができるようになるにはあと何回の経験が必

要になるのかなと感じながら聞かせていただきました。本日はありがとうございました 
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    ３月３１日 会場スナップ②   

2010-11 Vol. 35 TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

 本日は大野治夫会員がＳＡＡに復活されておりました。ＳＡＡの襷が似合ってると感じるのは私だけ

でしょうか？最後の写真は牧田英氏を紹介する派遣地区カウンセラーの佐藤裕光会員です。 

ワイン会のご案内              上野修会員 

 今回ワイン会を開催すべきかどうか悩んでおりました。皆

さんと相談した結果、私たちが活気を持って消費をすること

が被災地の方々への支援になるだろうと考えまして開催する

ことといたしました。ですのでワインを飲むというよりもみ

んなで頑張ろうという趣旨で開催いたします。 

日 時： ４月２１日（木）ＰＭ７：００開会 

場 所： ブラッスリードゥ・プラ 

テーマ： フランスのパリから出発して南下しながらいい 

     ブドウ園のワインと地元料理ををセレクトして 

     飲みましょう！ 
多くの皆様のご参加をお待ちいたしております。よろしくお願い 

                いたします。 

ワイン会の説明をする 

上野修会員 

 ３月３１日 報告依頼事項 
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 ３月３１日ニコニコＢＯＸ              
  

2010-11 Vol. 35 TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

本日の合計 ￥５２，０００－ 

本年度累計 ￥１，３１７，９５１－ 

 出席率報告   ３月３１日（木）  例会 

会員数 出席数 欠席数 内無届欠席数 出席率 

６６名  ４５名  ２１名  ０名 ７１．８７％ 

出席免除 

２名 

メイク・ゲスト 

１名 

 少しでも多くの金額を義捐金に

まわしたいと考えております。 

 なお一層のニコニコＢＯＸへの

ご協力をお願いいたします。 

石井 健三   

 先日被災者の子どもに、おもちゃを届けに行きました。今朝の新聞に一

枚の写真があり、涙いたしました。 一人の女の子が、不明の母親に「生

きていたらいいね。元気でね！」という、ママへの手紙を書き終えて眠って

いるものでした。 

磯山 正蔵   大震災、お見舞い申し上げます。 

大野 治夫   久々のSAAでした。 頑張れ日本！！ 

岡本 武志   甲子園の選手宣誓・・感動しました。 「がんばろう！日本」 

佐藤 裕光   
 先週、至急の用事ができお休みしました。 地区ゴルフ返金だそうです。       

義捐金に！！ 

高野 勝   
 ガンバレ日本。 日本サッカー界は良くやった。 それに反し、日本プロ

野球機構のていたらくは、目に余ると思います。 

中村 義雄   
頑張れ日本－！！                                         

頑張れロータリー！！ 

古本 捷治   
結婚祝ありがとうございました。本日月末なので仮出所して参りました。来

週には出所できそうです。 

馬目 圭造   卓話、緊張しました。 今後とも宜しくお願いします。 



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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編集後記              （クラブ会報委員長：鯨井） 

●本日は2008-09年度国際親善奨学生の牧田英氏が奨学生としての体

験を報告するために例会に参加してくれました。その中でたくさん

の素晴らしい経験や出会いをされてきたことがよくうかがえる報告

をいただきました。この経験を今後の牧田さんの人生の中で生かし

ていただくことと、牧田さんの働きかけにより、より多くの若い

方々が国際親善奨学生となられ今後の日本の発展に寄与する活動を

していただけることを心より祈念いたしております。 

●過日川崎庄一会長と下村正副会長が洞 

峰公園に避難者の方々の様子を拝見して 

支援活動の必要性を改めて痛感しました 

その結果私どものクラブでは４月１４日 

にお風呂を提供して疲れをいやしていた 

だく事業を企画しております。もちろん 

市役所の担当の方や４月７日の理事会を 

経ないと正式な決定にはなりませんが、移動例会としての対応を考

えておりますので、事前に日程の調整をしておいていただければと

思います。ご協力よろしくお願いいたします。 

  

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   ４月 ロータリー雑誌月間 

2010-11 Vol. 35 TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

  ４月 ７日 会長挨拶 

        職業奉仕卓話 「田上憲一会員」 

        奥様誕生祝・結婚祝 

        3月ニコニコ大賞 
 

  ４月１４日 職業奉仕卓話 「増山栄会員」 
 

  ４月２１日 招待卓話 筑波銀行 総合企画部 経済調査室長「熊坂敏彦氏」 

        「茨城の新産業について」 

        会員誕生祝 
 

  ４月２８日 職業奉仕報告卓話 「石川英昭会員」 


