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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 28th year since 1986 

 10月10日（木） 例会報告 
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例会変更のお知らせです。  

 石岡RCから30日例会は休会で

す。 阿見RCから親睦合同例会の

お知らせが来ております。 併せ

て30日は休会です。 かすみがう

らRCとつくばサンライズRCから

合同例会開催のお知らせが来て

おります。 メイクをされる会員の

方は事務局にご確認ください。  

会長点鐘と幹事報告 

井田  充夫  会長     大堀  健二  副幹事 

社会奉仕委員会 矢島定雄 委員長 

 奉仕活動の一貫としてゆかりの森の環境整備を行います。 

公園内にメダカやホタル、キノコが生育しやすい環境を作り

ます。 公園には機械等が入れないので、人力による手作業と

なり人手が必要となります。  

 皆様ご協力をお願い致します。  

「ゆかりの森」創生事業について 
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猪野 研一  会員 司法書士いのけんいち事務所代表 

 新入会員の猪野です。 今年6月に入会し

3ヶ月が経ちました。 いまだロータリークラ

ブについての理解が浅いので、皆様と親睦

を深め、お話しさせていただくことで熟知し

ていきたいと思っております。  

 出身は小美玉市で旧小川町です。 実家は

茨城空港のすぐ近くです。 つくば市の古来

で司法書士をしております。 私がつくば市

で開業することとなったのは、石岡ロータ

リークラブで会長をされていた父の友人との縁でした。 お力添えをいただきました。  

 主な仕事の内容は、不動産の登記、名義変更、相続手続き、会社の役員変更の登記業

務などです。 近は140万円までの小規模な裁判業務も行っています。 簡単な事案の

処理ができます。 行政書士もやっておりますので、各種許認可事業も行います。 私は司

法書士会で法教育推進委員会の委員長を拝命しております。 また、消費者教育の一環と

して県内の高校生に司法書士の仕事について講演しております。  

 弁護士と司法書士は、どちらも法律を扱う職種ですが、扱う内容は全く違います。 弁

護士は法律を武器に戦う職種であり、司法書士は法律を道具に手続きをする職種です。 

司法書士という仕事の一般的な認知度は低いようです。  

 話は変わりますが、ヒップホップダンスについてお話しさせていただきます。 ダンスと

新入会員卓話 

米山奨学会委員会 東郷 治久  委員長 

 今月は「米山強調月間」です。 他国の留学生への支援のために、米山の趣旨をご理解

いただき寄付のご協力を、重ねてお願い申し上げます。  

ご連絡・寄付のお願い 
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のめぐりあいは青年会議所時代です。  

 当時34歳で、ダンスをするには遅すぎる年齢で始めたので、なかなかうまくならない

のは当然でした。 しかし、体を動かすことでストレスの発散ができ気分は 高でした。 ダ

ンスは脳が活性化したような感覚です。 同じストリートダンスでも、ロックとヒップホップ

は全くジャンルが違います。 実際に踊って見せますのでご覧下さい。  

 ありがとうございました。  

小野 博史  会員  

㈱常陽銀行 研究学園都市支店 支店長 

 自己紹介をさせていただきます。  

 常陽銀行に就職してから30年になりまし

た。 地元にUターン就職をしたつもりが、 30

年の内、 東京勤務が14年、 水戸を含めた県

央が８年、 鹿行地区が6年、 そしてつくば市

が2年と、わりと偏った地域で仕事をしてきま

した。  

 私がはじめて趣味として興味を持ったの

は、写真を撮ることです。 学生時代に初めてオリンパスのカメラを購入しました。 当時

のカメラにはズーム機能が無く、替えのレンズをいくつも持ち歩いていました。 東北、奈

 



 

 

Page 4 

2013-14 Vol. 14 TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

 

良など風景を撮るのが好きで、年に４回撮影旅行に出かけていました。 その頃は年間

360枚の写真を撮ることが自分の中での決め事となっていて、その写真を束ねて一冊

ずつファイルを作っていました。  

 就職したころ、私の趣味が写真だと知れたため、カメラマンとして銀行内のあちこち

のイベントに参加することになり、当時は好きではなかった人物撮影も熟達しました。  

 結婚して子供が生まれてから、その子が中学生になるまで、家族を被写体に年間36ミ

リフィルムを10本撮影することを続けていました。 この写真を束ねたファイルは家族の

記録として大事な財産となっています。  

 東京勤務の時、情報収集をする部署に所属していたため、多くの卓話を聞く機会に恵

まれました。 その中で国連の事務次長をされていた明石康さんの卓話が強く印象に

残っているので関連した話をさせていただきます。  

 卓話のテーマは「海外に出ていかない日本人学生」で、先般、高校生という立場なが

らあれだけ立派に意志を表明されてつくばロータリークラブから海外留学された大野さ

んにも関連する事だと思います。  

 明石さんは卓話の中で、「イギリスのハーバード大学にアジア人学生の枠があり、昔は

日本人学生が多くいたが、今は中国や韓国の学生ばかりになってしまった」と言われて

います。 日本の学生が海外留学を嫌う理由は、国内の環境が整備されてきたとか、国内

にやっておきたい事があるなどの理由からで、 裏には就職にプラスにならないという話

もあるそうです。  

 明石さんは海外にチャレンジしていく学生を育てる事を目標としていました。  

明石康さんは秋田県出身で、地元の国際関係の大学の設立に携わっていました。 この大

学の就職率は100％です。 なぜならば、大学の授業の殆どが英語で、講師の半分以上は

外国人、全寮制で寮は国際色豊かなグループに分かれていて、英語を使わなければ生

活できない仕組みになっています。 さらには卒業するためには１年間の留学が必須と

なっています。 卒業した学生は商社などで即戦力として活躍することができるそうで

す。 この大学では、海外との絡みを国内でやる、国内から国外へ人材を送り出していく

という、新しい試みが行われています。  

 私が就職した当時、新人類という言葉が流行っていました。 先輩方から、新人類とい

われ珍しがられました。  
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 しかし、時代が変わり自分が、「今の若い人は～」と言う世代になって思うことは、今の

若い世代はいろいろなものが豊かになっていくと同時に、一つの考えにこだわらず、自

由な発想の中で自分の感性を表現できるようになり、自分たちの感性で使える部分をど

んどん取りこむという強さを持つ世代だと思います。 こうした若い世代と、我々が育て

てもらった世代との間をつなぐことを、私たちの役割としてとらえ、若い世代を育ててい

くことを今の仕事として全うしていきたいと思っております。  

 時間が無くなってしまいましたので、ここまでとさせていただきます。  

 本日はありがとうございました。  

石濱千栄子 校長先生 

 豊里中学校の石濱です。 今年11月8日に、つくば市

教育委員会の指定を受けまして、小中一貫教育の研

究発表を、このつくば豊学園がやることになりまし

た。 豊学園というのは、市内15校が昨年度より、小中

一貫教育を進めるにあたって、中学校区ごとに学園

名をつけて、 1年生から中学3年、9年生までの一貫教

育を推進して、学力等を高めていきましょうという、

市の大きな取り組みの一つでございます。  

 その研究発表に際しまして、つくば学園ロータリー

クラブの皆様には数年前から、そして昨年も、大勢の

皆様が、7年生と5年生のワークフォーラムに来ていただきました。 貴重なお話を本当に

ありがとうございました。 そしてまた11月の8日には、12名の皆様が、8年生と6年生に

なった昨年度お話を聞いた子供たちが、又お世話になります。 その成長の姿も見ていた

だきながら、どうぞよろしくお願いいたします。 詳しくはこの後研究主任の谷池と、8学

年主任の山口から申し上げますので、これからも、この豊学園をどうぞよろしくお願いい

たします。  

本日のお客様紹介  つくば豊学園 つくば市立豊里中学校の先生方 
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研究主任 谷池 真彦 先生 

 豊里中学校で研究主任をしています、谷池真彦で

す。 今日は私からは、6・8年生対象の合同ワーク

フォーラムの講師依頼のお願いと、この研究発表の中

には日本初が二つあるので、その二点についてお話

をしたいと思います。  

 初は、6・8年生の合同ワークフォーラムの講師依

頼の件です。 テーブルのほうにプリントをご用意して

ありますが、プリントにある通り、小学生と中学生に向

けて語っていただきたいと思っています。 仕事はお

金のため、生活のためという側面も当然ありますけれ

ども、今、考えてほしいのは、そういう側面ではなくて…というお話をしていただければ

というふうに考えております。  

 授業開始時刻は14時10分で、50分間の授業になります。 終了時刻は15時00分です。 

13時40分より、校長室隣の小会議室で打ち合わせを行いますので、少し早めのご来校を

お願いしたいと思っています。  

 当日は、先ほどもありましたが、つくば市教育委員会指定の小中一貫教育研究発表会

のため、市内の教職員が200名程度、それから地域の保護者の方もたくさん授業参観に

いらっしゃいますので、よろしくお願いしたいと思います。  

 次は研究発表会についてです。 私たちの学園は小中一貫教育の研究を行っていま

す。 施設的には離れた所にある小中学校で行っておりますので、何か9年間を貫く共通

の柱のようなものがどうしても必要になります。 私たちは今まで数年間お世話になって

きたこのワークフォーラムを核としたキャリア教育を小中一貫教育の柱にしました。 キャ

リア教育は大学・高校・中学校では盛んに行われていますけれども、小学校や就学前の子

どもたちについては全然進んでいないというのが現状です。 昨年度、先進的に小中一

貫教育を進めている横浜市のフォーラムに参加したのですが、そこでも小学校1年から4

年生までの取り組みはない、全国でもないと断言していたので、私たちの豊学園の、幼

稚園を含めた就学前の子どもたちから9年生までの、小中一貫教育におけるキャリア教育

の研究は日本初だと考えています。  

 

Page 6 



 

 

2013-14 Vol. 14 TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

 もう一つの日本初は、地域とのつながり、絆ということです。 小中一貫の柱を支える

土台ともいえる部分で、絆やつながりという言葉が 近教育界でも好んで使われます

が、いったいそれは「何なの」と聞かれた時に、明確に答えられる教員は殆どいないと思

います。 それは、絆とかつながりというのが教育用語ではないからです。 これは社会

学の言葉であって、それを研究対象とするならば、ソーシャルキャピタルという言葉があ

るので、そういうふうに言い換えた方がいいと私たちは考えています。 街づくりとかそ

ういった研究ではソーシャルキャピタルについてかなり以前から研究が進んでいますけ

れども、このような答えを学校教育に求めるのではなくて、地域社会に求める小中一貫

教育の研究は今までほとんどみられません。 皆葉さんをはじめロータリークラブの皆さ

んや、学校をサポートしてくれる沢山の団体と一緒に活動する取り組みは、これも日本初

だと考えています。  

 この日本初、二つで11月8日の研究発表会を進めていきたいと思っています。 ありが

とうございました。  

 

学年主任 山口 健次  先生 （第８学年） 

 8学年主任の山口です。 今度の11月8日の授業では、

ロータリークラブの皆さんにはゲストティーチャーとし

て参加していただきます。 後半部分で小中学生が大き

なグループとしての話し合いを行いますが、その中で

ロータリークラブの方に、仕事をする生き甲斐、そこに

は、自分が好きだからその職業に就いただけではない、

楽しいから職業に就いて続けているだけではない、大

変な中にも楽しさややりがいがあったんだ、というよう

な部分を是非伝えていただけたらと考えています。 小

中学生ははじめに、いやだ、怖いなと、不安になった時

に、そこから一歩足を踏み出すのがなかなか難しい、そういう部分があります。 けれど

も、そこを一歩進んで、頑張って行った先には、自分が知らない楽しさや達成感といった

ものがあるんだ、というようなことを、皆様のご経験などの中からお話しいただけると、

大変助かります。 当日、どうぞよろしくお願いいたします。  
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  本日の御客様    つくば豊学園 つくば市立豊里中学校  

        校 長   石 濱 千栄子 様 

        研究主任  谷 池 真 彦 様 

        学年主任  山 口 健 次 様 (第8学年)  

  １０月１０日(木) 出席報告 

無断欠勤ゼロ、出席率向上を目指して 

会員数 出席数 欠席数 
出席 

免除 

メイク 
ゲスト 

出席率 

68名 45名 23名 2名 3名 72.72％ 

内無断 
欠席数 

0名 

SAA委員 皆葉 真治 会員 
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下村  正 野球同好会  マネージャー 

 昨日は快晴の中、3年ぶりに地区野球大会が水戸総合運動公園、軟式野球場にて開催さ

れました。 参加チームは9チーム、開会式後に三ブロックに分かれ熱戦を開始しました。 つ

くば学園ガマーズもCブロックで牛久クラブ、水戸南クラブと対戦しました。 序盤の立ち上

がりは優勢に試合を進めましたが、徐々に劣勢になり、力及ばず完敗してしまいました。 

新人の活躍や、意外なメンバーの奮闘に大いに収穫にある1日でした。 大野監督に悲願の1

勝をと奮闘しましたが次の楽しみにします。 ガマーズの皆さんお疲れ様でした。 

 野球大会報告 
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 １０月１０日(木） ニコニコＢＯＸ  

阿部 哲次 
ニコニコ大賞ありがとうございます。  

娘を自由に使えた(車での送迎など…)のが使えなくなることがさみしいです。  

井田 充夫 
豊里中学校より、例会に参加いただき有難うございます。  

11月8日是非成功させましょう!猪野会員、小野会員卓話有難うございます。  

猪野 研一 新入会員卓話、楽しませていただきました。  

石井  一 結婚記念のシフォンケーキ、家族と一緒に食べさせていただきます。  

下村  正 つくば学園ロータリークラブ野球部「ガマーズ」10月13日地区野球大会にて、玉砕覚悟で頑張ってきます。  

中野  勝 先週は、久々に欠席しました。 例会のことを気にせず、久々にすっきりでした。  

中山 正巳 地区野球大会参加おめでとうございます。 小生は集落の旅行会のため欠席しますが、頑張って下さい。  

皆葉 真治 
豊里中学校の先生方、例会参加ありがとうございました。  

11/8講師でご参加いただける方有難うございます。  

本日の合計 ￥27,000－ 

本年度累計 ￥447,000－ 

本日は 8名のニコニコでした。  
御協力いただきありがとうございました。  

阿部 哲次 

娘が、交際相手から求婚されたそうです。私には、直接言われません

でしたが、妻から言われました。父親としては、別に結婚はせずとも

いいのではないか、という気持ちで・・・・・ 

増山  栄 

午前中、胃カメラとエコー検診をして来ました。空っぽの自分の胃を

眺めて、今日の例会の弁当は何かな？等と思っていました。小さいけ

れどキレイな胃袋でした。先生ありがとう！ 

 ９月度 あんたが大賞（ニコニコ大賞） 

10月例会     「ミサミサの救急対応例会」（担当 石塚美紗） 

    19:30～ ホテル東雲 

       登録料 1000円 （登録締切 10月21日(月)) 

10月22日（火） 

  つくば学園RAC １０月活動予定 
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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 ・10月・地区関係・ローターアクト 

 

つくばオールロータリアンＦａｃｅｂｏｏｋ同好会は、つくばの3クラブのロータリアンとローターアク
ト、インターアクトの情報などをＦａｃｅｂｏｏｋ上で共有しています。 皆様、ぜひご活用ください。  

（つくば学園・つくばシティ・つくばサンライズ・ローターアクト） 

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  

編集後記   クラブ会報・広報委員長：篠崎忠志 

 観測史上、 も遅い真夏日を連続して記録更新した先週でし

たが、会員の皆さんは体調いかがでしょうか。 ロータリーの活

動も10月・11月と盛り沢山の行事が予定されております。  

 爽やかな季節を迎えて、仕事に、趣味に、家族サービスに、そ

してロータリーの諸行事に奮ってご参加ください。  

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 

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 

 ホームページもご覧下さい  

http://www.46gama.com/ 

10月 17日 例会 招待卓話 Co-Create Tsukuba伊藤史紀氏 

  「facebook(SNS)を活用した、新しい時代のコミュニティ形成」  

  会員誕生祝 ホテルオークラ 12：30～ 

10月 24日 休会（定款細則第6条第1節） 

10月 30日 移動例会「3クラブ合同夜例会」（昼）親睦ゴルフコンペ（夜）親睦合同例会 

    ホテルグランド東雲 19:00～ 

10月 31日 休会（10/30へ振替） 

2013-14 Vol. 14 TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 


