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つくば学園ロータリークラブ
TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I.

It is the 25th year since 1986

８月１２日（木） 例会報告

川崎会長の点鐘で例会スタートです。本日の
例会は、東雲様の会場をお借りしています。

本日は東雲様の会場をお借りしての例会開催です。会場が
変わりますと少し例会の雰囲気も変わるような気がしたのは
私だけでしょうか？
本日は、幹事報告の後新入会員の篠崎忠志会員と中野勝会
員のお2人から新入会員卓話を頂戴いたしました。お2人と
も、お人柄が表れた素晴らしい卓話をしていただきました。
ありがとうございました。本日ご参加の会員の皆様方は、篠
崎忠志会員と中野勝会員の人となりをご理解いただけたかと
思いますが、残念ながら本日ご参加いただけなかった会員の
皆様には、今回の会報にできる限りお二人の卓話の内容を報
告内容にそってお載せしたつもりでございますので、是非ご
一読いただければ幸いです。
なお、本日の例会中に下村副会長より、私どもの友好ロー
タリークラブであります、京都山城ロータリークラブの
2010－11年度会長井川正紘様からのメッセージを読み上
げていただきました。メッセージの内容は前号の会報に掲載
させていただいておりますので、併せてご参考になさって下
さい。

幹事報告
●承認事項
今回はございません。
●報告事項
①ゴルフ同好会より参加者募集の案内
日時 ９月１４日から１５日 ６時出発 ３組限定
場所 １日目 嬬恋ゴルフクラブ
２日目 プリンスランドゴルフクラブ
費用 ３０，０００円
幹事報告をする皆葉幹事

②石川年度、上野年度でのフィリピンの大学生就学資金
援助の卒業生より報告書が届きました
③茨城いのちの電話より記念誌が届きました。
８月２８，２９日中央公園でチャリティーバザーの案内
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８月１２日 新入会員卓話 篠崎忠志会員
本年7月に入会いたしました篠崎忠志です。自己紹介をさせて
いただきます。私は昭和27年に東京の葛飾生まれです。本籍も
茨城県に移しましたので、今はほとんど帰ることはありませ
ん。たまたま先日妹の嫁ぎ先の父が他界いたしまして帰郷いた
しました。幼少の頃の葛飾は、小さい家が密集し、道は狭くご
みごみした印象でしたが、今では開発が進み、街の様相は大き
く変貌しておりました。
その当時の思い出は、葛飾が東京の0m地帯ということもあ
り、台風や大雨がくると、一家総出で畳をあげて、その上に家
財道具をあげて、浸水から守っていたのを思い出します。洪水
の折に、母に背負われて近くの小学校に避難したことも思い出
されます。
葛飾では小・中を過ごし、高校は都心の工業高校に進学しました。葛飾都は異なる都会の風景に目を奪
われたのを記憶しています。
高校卒業後、大手の写真メーカーに就職しました。当時の初任給が36,000円で、給与の良さで就職を決
めました。当時の生活は、夜酒を飲んではカプセルホテルに宿泊し、朝出勤するといった生活を繰り返し
ておりました。その後労働争議が勃発し、100日間大争議にも参加しました。そのため会社は倒産寸前と
なり、会社の再建に向けて努力いたしました。
妻は、同期入社で職場結婚です。ひょんなことから茎崎に家を購入し、母を引き取って転居いたしまし
た。片道2時間の通勤でした。35歳で㈱イセブに転職しました。当初は現場採用でしたが、会長が怪我を
されたことで、会長の仕事を補佐し、23年間営業職で勤務いたしました。
皆様方に背中を押されて現在があることを、卓話の原稿をまとめながら、改めて感じることができまし
た。このような機会を設けていただきましてありがとうございます。今後も宜しくお願い致します。

８月１２日 新入会員卓話 中野勝会員
篠崎会員と同じく、本年7月に入会いたしました中野勝です。
つくば市の酒丸の出身です。地名があらわすとおり、酒好きの
多い地区であります。妻と子供2人、母の5人家族です。酒丸の
中東は、40件ほどございますが、そのうちの8割が中野姓で
す。救急車も間違えるほど集まっています。是非遊びにお越し
いただく際はフルネームを覚えて下さい。
会社名は㈲クリエイト・ワンです。社名の由来は、不動産業
を意識することなくNo.1になりたいという願いを込めて決めま
した。土地取引ではなく、不動産の賃貸管理と斡旋をしており
ます。現在では約50件の賃貸管理を請け負っております。平成
15年に開業し、現在8年目を迎えることが出来ました。以前は
電機メーカーに勤めておりました。なぜ開業したかといいますと、今のままでいいのかという疑問や家族
の支えが得られたことや、以前勤務していたの会社の中でもそのような風潮があったからです。
開業してからは暗中模索でしたが、とある経済番組で起業家特集があり、その中で起業して成功する方
の特徴を5つ挙げられていました。①純粋、②わがまま、③せっかち、④けち、そして⑤すけべです。特
に⑤について皆様方はいかがですか？
趣味は、2つありまして、まず1つはゴルフです。下手の横好きですが、ナイスショットした時の爽快感
は忘れられません。次に野菜作りです。もともと小さな農地を所有しており、どうせ草むしりをするのな
らと始めました。現在はトマトと野菜を耕作してます。収穫の楽しみは格別です。
今回の卓話で私という人間をご理解いただければ幸いです。これからも宜しくお願い致します。
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８月１２日 会場スナップ①

8月12日例会の役員席とSAA席の様子です。少し寂しげでしたので、服部さんのお写真を掲載しました。
以下、例会のスナップです。今回は鈴木会員にお世話になりました。ありがとうございました。
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下村副会長報告
６月３日 会場スナップ

ご挨拶文を読み上げる下村副会長

下村副会長から、私どもの友好ロータリークラブの京都山城ロータ
リークラブの2010－11年度会長の井川正紘様からのメッセージを読み
上げていただきました。
川崎会長からも過日京都山城ロータリークラブ様に本年度のご挨拶を
送らせていただいておりましたが、その模様も紹介されておりました。
井川会長様からのご挨拶文は、前号に掲載いたしておりますのでご一
読下さい。
本年度は、川崎会長からのご要望もあり、私どもクラブ会報委員会で
は、随時京都山城ロータリークラブ様の様子をご紹介できればと考えて
おりますので、ご期待下さい。

皆葉幹事報告
皆葉幹事より、まつりつくばにおける大道芸フェスティバル「アート
タウンつくば」開催のお知らせがございました。

まつりつくばでの大道芸人フェ
スティバルをPRする皆葉幹事

日時 8月28日、29日
場所 研究学園駅前公園（サイバーダイン横）
内容 ☆18組 44名の大道芸人が一同に集結
今年は「不思議の国のアートタウン」をテーマにワンダー
ランドを作り上げます。
☆28日 20：30から会場南側より花火を打ち上げます。
なんと15分間、スターマイン連続打ち上げです！！
是非会場にお越し頂き、ご覧下さい。

８月１２日 会場スナップ②
こちらには、お食事に興じる皆様方のスナップを集めてみました。食事もいいけど、タバコもね！！
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８月１２日ニコニコＢＯＸ
川﨑庄一

篠崎さん、中野さん入会いただきまして、ありがとうございました。 早速新
入会員卓話ありがとうございます。 今後共、会員として末永くお付き合いの
程よろしくお願いいたします。

鯨井規功

先月末に結婚祝の品をいただきました。 家内と二人で忘れてました。お蔭
様で、家族でお祝いすることができました。 美味しかったです。ありがとうござ
いました。

鈴木敏雄

例会場、ご利用いただきありがとうございます。

皆葉真治

８／２８、２９は「まつりつくば」です。 大道芸フェスティバルは、研究学園駅
前公園に移動します。 28日は花火もお楽しみ下さい。

中山正巳

鈴木さん、本日はお世話になりました。 大変なご馳走ありがとうございま
す。たぶん鈴木会長の一声でメニューも決まったのかな？と思います。又、よ
ろしくお願いします。
本日もニコニコBOXにご協力いただきま
してありがとうございます。
菊地ＳＡＡ委員 談

出席率報告

会員数
６６名

出席数
４５名

８月１２日（木）

欠席数
２１名

本日の合計

￥２８，０００－

本年度累計

￥２１１，０００－

例会

内無届欠席数
０名

出席免除

メイク・ゲスト

出席率

２名

０名

７０．３１％

ほんとに人数いるのか
な？との感想をお持ちの
大野副委員長

本日は無届欠席0名
でした。

報告
Page 5

大野副委員長
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プログラム予告

TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I.

８月 会員増強・拡大月間

８月１９日

職業奉仕報告
「鈴木敏雄会員」「上野修会員」
◇会員誕生日

８月２６日

２０９０－２０１０年度 決算・監査報告
２０１０－２０１１年度 予算（案）について
各委員会事業計画

編集後記
（クラブ会報委員長：鯨井）
●今年も早8月を向え、お盆の季節になっております。私自身下妻の鯨井家が
本家筋にあたりますので、盆中はどこにも出かけず、住職や親戚のお相手を
させていただいております。
このような機会に毎年思うのが歴史の流れです。鯨井家という歴史の中で
先祖から受け継いできたものを、子孫につないでいく。それが財産と捉えら
４つのテスト
れるケースもあれば伝統や家風・家訓的な抽象的なものもあります。
１．真実かどうか
日本は古くより家という単位で守り受け継ぐものを承継してきた文化があ
２．みんなに公平か
りました。それが現在個人主義になり、核家族化が進行していると感じられ
３．好意と友情を深めるか
ます。
４．みんなのためになるかどうか
最近のニュースで高齢者の方の行方が分からないケースが多発しているも
のが取り上げられておりました。また孤独死の問題も取り上げられておりま
した。非常に悲しいニュースです。自分の身内がどのように生活しているか
ホームページもご覧下さい
わからない、もしくは関心がない方が急増しているように思われます。
http://www.46gama.com/
子供たちの教育に関して、家庭内教育の大切さは周知の事実だと思いま
す。おじいちゃん、おばあちゃんは優しくされたり、いたわったり、父親や
母親からは厳しさを教わったり、その中で生きていく力が身につくと思います。
世の中では、幼児虐待、育児放棄、モンスターペアレンツなど、家という概念が守られていたら、ここま
で社会現象にならなかったであろう問題が多く見受けられます。豊かさの代償になくしたものが多々あるの
ではないでしょうか。お盆の時期には改めて考えさせられます。

例会日
例会場

友好クラブ

木曜日 １２：３０～１３：３０
「オークラフロンティアホテルつくば」

京都山城ロータリークラブ

つくば市吾妻１丁目１３６４－１

（第2650地区）

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

Email:gakuenrc@46gama.com
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