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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 

 11月7日（木）例会報告 
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井田 充夫 会長 

 皆さんこんにちは。 早いもので、今年度も５ヶ

月が過ぎました。 

 前回、３クラブ合同例会の時にも話したことで

すが、11月は各奉仕委員会からのいろいろな奉仕

活動企画が多く、忙しい月です。 

 ３クラブ合同例会が終わり、ロータリーの森を

創る奉仕活動の一環で、蛍やメダカの生育環境

の整備、沿道の整備を行いました。 また、11月15

日には筑波大学附属病院・陽子線治療棟の見学、

それから11月17日に未来の夢計画のダンスイベント“ダン魂”を実施いたします。 

 当クラブの大きな行事が、立て続けに実施されます。その中で、緊張感を持ち、結果を

出していきたいと思っております。 それぞれの担当委員の方にはご苦労をお掛けする

と思いますが、よろしくお願いいたします。 

 米山奨学生に対しても、当クラブから働き掛けを行っていきたいと思っています。 こ

れに関しては、当クラブだけでなく３クラブで協力して計画を進めていきます。 

 あっという間に半年が経過することになると思います。皆さんのご協力で乗り切ってい

きたいと思っております。 よろしくお願いいたします。 

点鐘と会長挨拶 

2013 / 11 / 7 
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鯨井 規功 幹事 

理事会報告 

本日は５つの議題がございました。 

第１番項、11月プログラムの件、 

第２番項、四半期決算の件、 

第３番項、直前ガバナー事務所会計報告の件、 

第４番項、つくば“ダン魂”の進捗状況の件、 

第５番項、ピンクリボン協賛の件、 

いずれも承認されました。 

幹事報告 

土浦中央ロータリークラブ、石岡87ロータリークラブ、かすみがうらロータリークラブ、つ

くばシティロータリークラブから、例会変更などの連絡が来ております。 メイクされる方

は事務局にお問い合わせください。  

理事会及び幹事報告  鯨井規功 幹事 

山本 敏博  会員 

 この８月からロータリーの会員となりまし

た、西武筑波店の山本です。 

 早いもので、つくばに来てからもう３ヶ月で

すが、ロータリーの会員の皆様方には、本当に

フレンドリーにいろいろなことを教えていただ

きました。 またいろいろなイベントに参加させ

ていただき、すっかりつくば学園ロータリーク

ラブの住人になることが出来たと思います。 

 先日11月１日に、筑波山神社の秋の御座替祭に参加させていただきました。 名高い筑

波山の歴史や伝統に触れさせていただきました。 

新入会員卓話 山本敏博 会員 
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 昨年の年末年始から、西武クレオスクエアに筑波山神社御分社を設置させていただい

ているということに、私は大変驚きました。 御分社というと、過去江戸時代に行われて

いたと聞きますが、今はめったにお目にかかることはありません。 他がやっていないこ

とをやろうということで、始めたそうです。 今年も12月の末から、来年の正月５日ぐらい

まで、開設をさせていただきます。 筑波山に行かなくても筑波山神社に初詣に行けま

す。 ご利益がありますので、是非沢山の方々にお越しいただければと思います。 

 自己紹介をさせていただくと、生まれは四国の高知です。 先祖は関ヶ原の戦功で土

佐一国を与えられた山内一豊という殿様と一緒に土佐に来た家臣です。 江戸時代を経

由して、明治時代から戦前までは、高知の山の方に、かなり大きな耕作地や山林を持って

いた地主だったそうですが、戦後の農地解放ですっかり財産をなくしてしまいました。 

私も父方の縁戚も、殆ど高知にはおりません。 高知の市内を外れた山の中に山本家の先

祖代々の墓があるのですが、現在では私が直系の墓守となっています。 

 自宅は川越で、20年程住んでおりますが、私も還暦が近づき、今後また高知に戻るこ

ともないと思います。 息子も成人し自分の道を歩んでいこうとしています。 故郷とこれ

からどのように向き合っていくか悩みどころです。 

 少子高齢化や核家族化、グローバル化等々、いろんな変化が進む中で、日本人全体の

故郷との関わり方が、薄れてしまったことに寂しさを感じる今日この頃です。 

 私は高校までは、父親の仕事の関係で高知、高松、松山で暮らしました。 大学からは東

京で過ごし、1980年に西武百貨店に入社しました。 今年で33年目になります。 大阪の高

槻の西武や有楽町のマリオンにあった西武、当時池袋サンシャインにあった本部や池袋

西武などで仕事をしました。 つくばの西武に来るまでは、愛知県の岡崎に２年間いまし

た。 西武百貨店は全国に15店舗ありますが、90年代には33店舗ありました。 私も本部

にいる時は全国の店舗を回る立場にいたので、地域の方々と催事や商品開発など、いろ

いろな仕事をさせていただきました。 住んでみると日本全国どこも良い所でした。 ２週

間住むだけで、そう思える所ばかりでした。 仕事ではあまり自慢できることはありません

が、仕事を通じて全国に知人友人が沢山できたことが大きな財産だと思います。 

 1985年、つくば万博が開催された年に開店した西武筑波店は、思い入れのある店舗です。 

つくば市は当時まだ桜村といわれ、周辺の人口は10万人程度でした。 県下第２位の商業

都市である土浦まで10キロもある地域に、百貨店なんか成り立つわけがないといわれて
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いました。 当時の店長はつくば学園ロータリークラブにも大変お世話になった、私の先

輩でした。「地域の皆様のお役に立ちたい、つくばに住みたい」をテーマに掲げ、地域に

密着した営業活動をし、県南エリアの広い商圏のお客様のご支持を賜りました。 売り上

げも予想に反して大変順調に営業させていただき、開店時の投資も前倒しして回収でき

たという経緯がありました。 

 新しいことに挑戦することで大きな励みになるプロジェクトでした。 今年は研究学園

都市の建設が始まって65周年、市制が発足して26周年です。それから2005年のTXの開

通があり、人口が22万人まで増えました。 私は全国のいろいろな場所を見ましたが、開

発のムードや期待感、行政の思いやりも含めて、これ程成長そして発展が期待される町

は他にないと思います。 当店もおかげさまで28年目を迎えました。 町の発展と共に

マーケットが大きく変遷をしています。 私どもの意向に反し当店の入店客数が伸び悩ん

でいるのも事実です。 

 ２年後に西武筑波店は30周年を迎えます。 節目にあたる年に店長として着任させて

いただき、もう一度開店時の原点に立ち返り、「地域のお役に立てる百貨店」をテーマに

掲げ、地域のお客様の期待に沿えるように立て直しを図っていきたいと思っております。 

 これからの社業発展の目標としまして、１つ目は、接客を通して百貨店らしさを追求し

ていくことです。 接客サービスをもう一度高めるという努力をしていきます。 それから

品揃えにつきましては、お客様が欲しいブランドがないということもございますが、店舗

が7500坪程度では限界もありますので、今、仕組みを変えて取り組んでおります。 お客

様が欲しい商品や、ブランドを池袋の本店から取り寄せて、ご提供する試みを行っていま

す。 ８月から入り口に、お取り寄せステーションを設置しております。 時間はないけれど、

ネットで買うよりもショッピングを楽しみたいという、30代から50代のファッションに感度

の高い、働く女性が増えております。 そういったお客様に、高い物なので説明もしっかり

聞きたいということで、順調に支持を頂いております。 また接客サービスの徹底も図っ

て参ります。 

 ２つ目としては、新しい生活文化の発信をしていきたい。 百貨店には生活の文化や新

しい世界の情報を発信していく役割があります。 世界、日本の食の催事や、インテリアや

美術工芸、趣味の世界や、３世代の家族が楽しめるいろいろなファミリーイベントをつく

ばで開催できるように、もっともっと発信して行きたいと思っております。 
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 ３つ目には、地域貢献と社会貢献に取り組んでいきたいと思っています。 食品の分野

ではつくばの地産地消をさらに後押しし、伝統あるつくば、茨城の食文化や、筑波大学と

タイアップした、自然の恵みと新しい科学技術をミックスした商品開発が進んでおりま

す。 そうしたものを取り入れながら、つくばの文化の発展にご協力していきたいと思っ

ております。 それから当店には、地域のNPO法人の方々や趣味の会の方々の発表会や、

つくば市の関連のイベントなどでご使用いただける、小さなホールがあります。 昔映画

館だったところが今はホールになっています。 つくば学園ロータリークラブのいろいろ

な事業活動に是非必要な時には、無料で使っていただきたいと思っております。（“ダン

魂”の練習等にもどうぞ） 

 また当店では、盲導犬の育成、未来の森を創るグリーンラッピング、それからアフリカの

ザンビアの子供達に不要になった子供靴を送るという、３つの社会貢献活動を行ってお

ります。 ご紹介しますと、盲導犬は現在日本に約1000頭います。 しかし必要としている

人は3000人以上いて、まだまだ盲導犬が足りません。 盲導犬を育成するには大きなお

金が掛かります。 当店では2003年度から盲導犬の育成、そして盲導犬とお客様や子供

達とのふれあいの場を提供しています。 グリーンラッピングとは、ギフトの簡易包装で

す。 グリーンのマスコットリボンは100円ですが、この半分の50円が森林再生プロジェクト

に寄付されます。 西武全店で2009年から取り組んでいますが、今4600本ぐらいの木が

植樹されました。 

 アフリカのザンビアでは、子供達が靴を買えず、破傷風や寄生虫のリスク等、衛生面が

よくありません。 お客様の子供達の古い靴を下取りし、その靴をザンビアに送っていま

す。 2009年度から約36万足を送りました。 

さらに、ボランティア活動等にどんどん取り組んで、社会貢献を果たしていきたいと思っ

ています。 

 私自身、高知が故郷で川越に住んで、いろいろなところを回りましたけれども、この

「つくば」を第３の故郷と思えるように、そしてつくば学園ロータリークラブの皆様にご指

導ご鞭撻を賜りまして、地域の皆様に愛される百貨店を目指して、またロータリアンとし

てはまだまだ未熟でありますが、自分自身の人生を豊かにするために、ロータリー活動

に努めて参りたいと思います。 今後ともなにとぞ、よろしくお願い申し上げます。 本日

はありがとうございました。 

Page 5 Page 5 



 

 

Page 6 

2013-14 Vol. 17 TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

職業奉仕委員会 浦里 浩司  委員長 

 こんにちは。 8日の豊里中学校で開催されます

ワークフォーラムですが、事前に講師をお願いした

会員の方々、また社員の方々、よろしくお願いいた

します。 

 もう一つ職業奉仕委員会として、11月15日に行

います、筑波大学の陽子線実験センターの見学に

参加を希望される方は、事務局に出欠のご連絡をお

願いいたします。 終了後、山水亭で懇親会を行う予定です。よろしくお願いいたします。 

職業奉仕委員会から 職業奉仕委員会 浦里浩司 委員長 

青少年奉仕委員会 石井 健三 

 皆様こんにちは。 青少年奉仕委員会からご報告

いたします。 

 10月19、20日と「ライラ」という青少年育成教育

システムに、私と副委員長の吉岡隆久さんと２人で

参加してきました。 

 地区からは、下村会員の地区の世話係と、2日間

ご一緒いたしました。 ライラの今回のテーマは

「挑戦」で、若い人たちが、新しく挑戦するというテーマです。 私も若い人たちと共に研

修を受け研修修了書をもらいました。 貴重な経験をさせていただきありがとうござい

ました。 

 さて、“ダン魂”についてですが、出演者は8組になりました。 当日11月17日（日）13：00

～14：30の予定で執り行います。 

 その間、皆様にお手伝いをお願いさせていただきます。 終了後、16：00からわだ家に

て、打ち上げ移動例会として懇親会を予定しております。 

青少年奉仕委員会から 青少年奉仕委員会 石井健三 委員長 



 

 

11月7日 
会場スナップ 
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社会奉仕委員会 矢島 定雄  委員長 

 先月11月３日のロータリーの森を創る奉仕活動、

多くの会員にご参加いただきまして、無事完了す

ることが出来ました。 ありがとうございました。 

 また、11月24日に社会奉仕事業としまして、つく

ばマラソンのエイドステーションの設置を致しま

す。皆様のご協力をお願いいたします。 

 設置場所はいちはら病院の駐車場です。 集合

時間は朝９：00を予定しております。遅くなりますと通行止めになり車が通れなくなるそ

うです。 是非ご協力をお願いいたします。 

社会奉仕委員会から 社会奉仕委員会 矢島定雄 委員長 
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 11月8日（金）豊里中学校体育館に於いて「つくば市小中一貫教育研究会」が企画・運営

するワークフォーラムに、つくば学園ロータリークラブの会員が講師として招かれ、生徒

達にアドバイスを送りました。 

 フォーラムは「何のために働くの？」をテーマに、中学校の２年生（小中一貫校8年生）

が過日、市内の会社・企業を訪問した体験談を小学校6年生に説明し、当クラブの会員が

彼らに社会人・企業人としての経験をアドバイスする形で進行しました。 当日は授業参観

も兼ね、市内の教職員、保護者達が約200人集まり、生徒達の真剣な取り組みを参観しま

した。講師を務めて抱いた皆さん有難うございました。 

つくば豊学園「6・8年生合同ワークフォーラム」開催 

11月８日 
会場スナップ 



 

 

１1 月❤ 結婚祝い❤  おめでとうございます。 

 6日 鬼澤 善則 ❤ 文子 
18日 塚越 俊祐 ❤ 悦子 
19日 川﨑 庄一 ❤ 憲子 
21日 小須田宏ニ ❤ すみ江 

22日 青山 大史 ❤ 静代 
23日 鈴木 敏雄 ❤ きよ 
26日 中野  勝 ❤ 真粧美 
27日 高谷 榮司 ❤ 安江 

１1 月奥様誕生日  

 1日  川﨑 憲子 
 3日  鬼澤 文子 
10日  吉岡 京子 

11日  吉岡 鞠子 
12日  古本 彰子 
14日  宮川 麗子 

17日  齊藤 理恵 
24日  倉持里和子 
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 １１ 月７日(木） ニコニコＢＯＸ  

 

  １１月７日(木) 出席報告 馬目圭造  出席委員長 

塚越 俊祐 結婚祝いのプレゼント有難うございました。 

東郷 治久 

先の東日本大震災では、弊社のつくばグランドホテルの建物が激しく損傷し、営業も一週間以上

も閉めざるを得ませんでした。その後、館内外の復旧に努めて参りましたが、今秋、ようやく、震災

前のレベルまで復旧することができました。放射能の風評被害は残っていますが、何とか頑張っ

ていく所存です。 

中野  勝 結婚祝いありがとうございました。今、思い出しました。 

中山 正巳 その1 10/17は、風邪の為、欠席しました。SNSの卓話聞きたかったけど残念でした。 

中山 正巳 
その2 ロータリーの森創り、皆様お疲れ様でした。矢島さん頑張りすぎ!! お蔭で翌日腰が痛かった!! 

その3 「ダン魂」だんだん姿が見えてきました。一安心 

増田 忠則 
当クラブの後援をいただき、4日に開催されました、つくば市ふれあいプラザの「コリア祭り」お

陰様で大盛況でした。ご報告かたがたお礼申し上げます。 

矢島 定雄 
先日のロータリーの森での社会奉仕活動への協力有難うございました。また、少し作業が残り

ましたが、近日中にメダカ、蛍の環境作りを完成させたいと思います。 

本日の合計 ￥26,000－ 

本年度累計 ￥515,000－ 

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 46名 22名 2名 0名 71.21％ 

内無断 
欠席数 

3名 

出席委員長 馬目圭造  

本日は７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。   

SAA委員長 皆葉真治 
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馬目 圭造 

野球大会では、いっぱいエラーしてしまってすみませんでした。

顔面キャッチした後は、くじけそうになりましたが、久しぶりに全

力疾走をし、とても楽しかったです。 

吉岡 隆久 
念願の子供が授かりました。妻は高齢出産になるので、心配なこ

ともありますが、大事に出産まで導けたらと思っています。 

 11月度 あんたが大賞（ニコニコ大賞） 
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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 ・11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 

 今年も残すところ後2か月。本当に月日の過ぎるのが早く感ずるの

は、私だけでしょうか？ 

 先日久しぶりに職場の仲間と一緒にゴルフに出かけました。 曇り空で

したが、気持ちのいい一日を過ごしました。 暫くぶりのゴルフで前日に

道具の準備をしてビックリ！ なんとシューズが見当たりません。 結局

コースのレンタルを・・・。 スコア―は○○○でした。 

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 

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/ 
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11月15日 ・ 移動例会「第1回職場訪問」 山水亭 14:30 集合 

    筑波大学附属病院「陽子線治療棟」見学         

  ・ 親睦会 山水亭 17：30～ 

11月17日  第1回つくば「ダン魂」 イーアスつくば 13：00～ 

11月21日  休会（11/15へ振替のため） 

11月24日  つくばマラソン「給水所」開設 

11月28日  例会 ロータリー財団月間に因んで オークラ      12：30～ 


