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つくば学園ロータリークラブ
It is the 9th year since 198
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点 鐘

幹事報告

大堀健二幹事
みなさんこんにちは。茨城YMCAチャリティーゴルフの大会
御礼が来ております。土浦市、つくば市、かすみがうら市の社会
福祉協議会並びに茨城YMCAが行っている発達障害児支援とボ
ランタリティアリ育成の為のトレーニング費用に充てます。霞ヶ
浦RCさん、阿見RCさん以上幹事報告です。から例会変更がき
てります。

青少年奉仕月間に因んで

石井一委員長

みなさんこんにちは。青少年奉仕委員会の委員長になり、２ヵ
月がたちます。青少年奉仕委員会自体の事業を100％把握できて
いないので、今年に入って２ヵ月間の事業計画の結果と、これか
らある事業のご説明をさせていただきます。その後、本日はロー
ターアクトの会長の富山さんが来ておりますので、会長の事業計
画等をみなさんに発表させていただきます。
今年青少年奉仕委員会での事業のダン魂が無事終了しました。
昨年度９チームの参加が、今年は15チームで開催しました。昨
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年度はダン魂大賞が該当者がなかったのですが、今年はダン魂大賞が出ました。昨年はつくば市副市長
が来ていただいたのですが、本年は市長に出席していただき、コンテストも盛大に開催されました。来
年は第３回ダン魂が開催されますが、来年、再来年位からダン魂の事業を引き渡しロータリーから手が
離れていくという最後の年になるのではないかと思います。ダン魂の委員会の中では、来年辺りから企
業の協賛をいただき、来年、再来年に繋げるコンテストにしたいと思っております。来年誰が委員長に
なるか決まっておりませんが、４月、５月頃からダン魂の準備がありますので、早目に青少年奉仕委員
長を決めていただいた方が良いと思います。今年は7月28日にコンテストが開催され、入賞者６チーム
がまつりつくばのステージで約20分間お披露目がされました。私もまつりつくばに初めて行ったので
すが、活気のあるまつりで色んなダンスや歌なり、ショーなりやっていたのですが、やはり中学生の子
供達がステージで踊る姿を見てらっしゃった親達、観衆の方の目を引いてみてらっしゃったので、中学
生がストリートダンスをつくばの街の中でみなさんにお披露目していくことは良いことだと思いました。
来年青少年奉仕委員会の委員長になる方は早目に段取りをした方が良いと思います。
RYLAが10月11日、12日、13日に開催されます。先週軽部委員長にお越しいただきみなさんへの出
席等へのお願いをされましたが、今回「挑戦」というテーマになっております。若い人たちが３日間
のセミナーを通して友達とのふれあいだったり、自分自身の気づきのできる場と思っております。み
なさんの子供さんや事業所の中の同僚の方に是非出席いただけるようにお声がけいただきたいと思い
ます。当クラブから当日オリエンテーションの時に12名の参加要請が来ておりますのでご協力願いま
す。次にこの後ローターアクトの会長から今年度事業計画を発表していただきますが、事業計画の中で
ローターアクトの会員拡大があります。井田直前会長からつくば近隣の方の推薦があり１名、新入会員
として加わっておりますが、プラス米山の方が13名と活気ある会が今年度に入り２回行われております。
まだまだ日本の方が少ないので各事業所さんから18〜30歳の和会方を是非強制でも良いので、参加し
ていただけるようお願いします。誰か若いスタッフを入会していただき、本年度から米山留学生の方達
も入っておりますので、外国の人たちの生活生活感等学べる様な環境になっていますので日本しか知ら
ないような若い方が入ることにより色んな視野が広まると思いますので是非ご紹介いただければと存じ
ます。それでは富山会長お願いします。

つくば学園ローターアクトクラブ

富山

衛会長

みなさんこんにちは。ただいまご紹介にあずかりました本年度
つくば学園ローターアクトクラブ会長を勤めさせていただきます
富山衛と申します。本日はよろしくお願いします。本年度の事業
活動を報告させていただきます。第２火曜日と第４火曜日の月２
回、夜７時30分〜９時までホテルグランド東雲さんで例会をさ
せていただいております。参加いただいているのはアクトのメン
バー18名ほどおりますが、なかなか仕事や学業で毎回参加していただいているのは５〜６名です。毎
回役割を分担して発表する内容を考え発表し、話し合いやゲームをして交流を図っております。なかな
かメンバーが集まっていないこともあり、メンバーの拡大も含めてアクトとロータリーさんで一緒に協
力しながらつくば市、さらには茨城県にと活動を広めていって更なる交流を図って行ければと思ってお
ります。先月31日にアクトとしてまつりつくばに出店させていただき、売り上げを昨年はポリオ撲滅、
本年は広島の災害へ寄付させていただきました。こういった活動はなかなか毎月できないのですが、こ
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ういった活動を通して日本が元気になるような活動をしていきたいと思いますのでよろしくお願いしま
す
今後の活動は月２回の例会とつくばマラソンの手伝いを予定しております。ロータリーさんと一緒に
やる活動が少ない状況なので石井委員長と協力しながら更に米山奨学生の人たちと日本のメンバーと
やって行けたらと考えております。ありがとうございました。

新入会員卓話

伊藤麻夫会員
みなさんこんにちは私極度のあがり症でして、胃カメラとあが
り症が苦手であがってしまいます。今週火曜日に胃カメラを飲み
まして今日皆さんの前で話することの２つ考えたらずっと胃が痛
くて辛かったです。昭和50年に私が５歳の時につくばに転勤し
て参りました。父の職場の転勤の関係でこちらに転居して参りま
した。丁度ここから2〜300メートル位の所に私が初めて住んだ
家があったのですが、このホテルの辺りは完全に沼地ですごく泥
遊びをしたのを覚えております。

会社の紹介をさせていただきますと、2000年に私が丁度30歳の時にサラリーマンを独立し会社をは
じめました。１人でやるのも勇気がなかったので同僚だった現在代表をしています安岡と２人で会社
をはじめました。最初の数年は従業小inを誰も雇わずに不動産の仲介だけで細々とやっていたのですが、
まもなくつくばエクスプレスが開通するということで、住宅をやってみようと言うことで守谷に移転し
注文住宅の事業をやらさせていただきました。最初の一年目は大変厳しかったのですが、２年目から安
定的に受注をいただけるようになり、３年目になり住宅は非常に支払先が多くて、売り上げも立っている、
現金も手元にあるけど、儲かっているのか儲かっていないのか分からない会社の経営者の先輩の前で話
すのは恥ずかしいのですが、そういった状況になりTKCを坊入試、月次決算を導入し会社の透明性を
高めるようにしました。それ以来十楽の生産が向上し利益も上がるようになり決算の改善をしてからス
ムーズになる様になってきました。ただ守谷に移って守谷という所は面積が狭くて市場としても頭打ち
かなと考え３年前につくば市役所の方へ土地を買い事務所を建て転居して参りました。つくばに移って
から売り上げは３〜４割伸びました。なおかつ今年は消費税の増税のからみもあり、かなりつくばに転
居して良かったと考えております。当社は注文住宅がメインです。金額として1600万円位でローコス
ト住宅と言われるのですが、茨城県はローコスト住宅の激戦地で、茨城は季候も寒くないこともあり住
宅のコストがそれほどかからない部分もあり、激戦の中でやっていますが当社の強みはアフターサービ
スに力を入れており、業者さんから、支払う金額の数％を積み立ててアフターサービスに当てています。
そういった意味で引き渡した後のお客様の評判が良く、ご紹介をいただけるようになり評価を得ていま
す。月に一度位は現場見学会を開催しておりますので、是非皆さんお近くでやっていましたら当社の住
宅を見学していただければありがたいと思っております。最後になりますがこういった会を通して先輩
方のご指導ご鞭撻を仰ぎ私個人、会社とも成長して行けたらと思っておりますので、今後ともよろしく
お願いします。
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馬場清康 SAA

先週の第１回例会で大堀幹事から報告があったとおり、会報に
も書いてございますが、本年度は飯田会長の強い意向で夜例会を
月１回やろうと言うことでその関係上ニコニコも集まりにくく
なっております。前回の理事会で夜例会の時に出席者から１人あ
たり千円をニコニコとして徴収すると決定されました。10月24
日の３クラブ合同例会から実施いたしますので是非ご協力お願い
します。年間の目標額に組み込まれますのでよろしくお願いしま
す。

9月11日 会場スナップ
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米山奨学生に奨学金授与
胡亜萍さんは、この度大学院に無事合格され
ました。

会員・奥様誕生日、結婚記念日
9月会員誕生日
山 崎 幸 登 22日

9月奥様誕生日
鬼沢有紀子
青 山 静 代
塚 越 悦 子
冨田由美子
布 川 鈴 子
本 多 景 子
飯田満里子
東郷富紀子

5日
9日
14日
15日
17日
20日
27日
29日
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古本朝彦副SAA

本日は、11名のニコニコでした。ご協力いただきありがとうございました。

本日の合計

¥35,000.-

本年度累計

¥324,000.-

阿 部 哲 次

義理の母が、腸閉塞の手術をして約１ヶ月入院しておりました。先日、無事退院しま
したが、私も13年前に〃手術をしたのですが、術後の回復の状態がだいぶ違い大変
でした。

井 田 充 夫

ゴルフ研修会では、お世話になりました。再度のシングル目指して、もう少し頑張り
ます。チャレンジ精神が無くなると、若さも無くなってしまいそう…。アクトの皆様、
ご苦労様！さらに盛り上げて楽しい活動にしてください。

猪 野 研 一

8月15日に、無事第3子の二男が誕生いたしました。夜間の外出は、まだ、制限令が
解けておりませんが、少しずつ社会復帰したいと思います。

岡 田 哲 也

諸般の事情があり、キャメロンのパターを数本処分することにしました。はたしてい
くらになるでしょう？

木 村 英 博

週末の野球を楽しみにしております。
（初参加）よろしくお願いします。

高 田 稔 美

土浦土木事務所より表彰をいただきました。１年間酒を我慢し、ゴルフを我慢し頑張っ
たかいがありました。

高 野

ゴルフの小名浜合宿に参加してきました。良い天気に恵まれ、楽しく遊ばせて頂きま
した。中野さん、磯山さん有難うございました。磯山さんは、バスを出して頂いたう
えに、運転まで本当にご苦労様でした。お陰様で、賞金で合宿費が賄えました。これ
も、磯山さんのお蔭です！

勝

塚 越 俊 祐

錦織圭の全米オープン準優勝あめでとう！
れたらいいなぁ〜

中 山 正 巳

昨日、RCのゴルフ同好会ゴルフツアーに参加してきました。 小名浜オーシャンにて、
ホールインワンに５㎝まで近づいてあわや…ニアピンは頂きましたが、半分冷や汗。
ドラゴンと合わせて全額ニコニコに入れます。
PS.胡亜萍さん、合格おめでとう！！

矢 島 定 雄

先週、息子の居るベトナムへワイフと行き、ついでにカンボジアのアンコールワット
を見学しました。大変感激しました。久し振りに家族旅行ができ、良い思い出となり
ました。

山 崎 幸 登

誕生記念祝有難うございます。また、先日ゴルフ同好会ではお世話になったメンバー
様ありがとうございます。お陰様で家内と参加させて頂きました。２人で、２日共、
ブービー・ブービーメーカーのタイトルを頂きました。
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8月のあんたが大賞（ニコニコ大賞）
７月の誕生祝、ありがとうございました。引退した松井の
前 島 正 基 背番号「？？」となりました。また野球等のスポーツでケガ
をしない様にしたいと思います。
妻の誕生日有難うございました。結婚して毎年夏、家族孝
行でラスベガスに旅行しており、先週も24回目行ってまい
乙 田 隆 信
りました。普段家に居ないので、家族との会話の8割は、
この期間に集中しますが、唯一の家族サービスです。

プログラム予告

• 9月 • 10月 • 地区関係 • ローターアクト
■

18日㈭ 休会

20日に振替の為

20日㈯ 移動例会

第17回

土浦薪能

9

月

■

鑑賞

17:30〜

17時東雲集合
懇親会「大型屋」
25日㈭ 例会

招待卓話

つくば学園RAC前会長

■
２日㈭

９日㈭

例会

10

キム・アヒョン様

月 ■

ゆかりの森見学（会長・幹事・会報委員長）

10:00〜

ガバナーとの協議会（役員のみ）

11:00〜

アネックス2F夕映えの間

ガバナー公式訪問（全会員）

12:30〜

クラブ協議会（役員・理事・各委員長・入会3年未満会員）

14:00〜

懇親会（全会員）

16:30〜

理事会
例会

16日㈭ 例会

12:30〜

11:00〜
米山月間に因んで
招待卓話

米山奨学生卓話

胡亜萍さん

㈱そごう・西武筑波店紳士服担当者

12:30〜
12:30〜

秋のおしゃれを楽しむ
23日㈭ 休会

24日に振替の為

24日㈮ 移動例会

土木研究所振動実験施設見学
ホテルグランド東雲
３クラブ合同例会

14:30〜
13:50集合

ホテルグランド東雲

19:00〜

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。ぜひご活用下さい。
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9月11日㈭ 出席報告

阿部哲次出席委員長

本日のお客様
つくば学園ローターアクトクラブ
米山奨学生

会長

富山 衛様
アンナさん

胡亜萍さん

無断欠席ゼロ、出席率向上を目指して
会員数

出席数

欠席数

70名 50名 20名

内無断
欠席数

出席
免除

メイク
ゲスト

出席率

1名

4名

3名

77.94％

※出席率は暫定値

4つのテスト
１．真実かどうか
２．みんなに公平か
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

友好クラブ
京都山城ロータリークラブ
（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 FAX : 029-858-0101
E-mail : gakuenrc@46gama.com
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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/

