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 ９月２７日（木） 例会報告  

会 報 

つくば学園ロータリークラブ    
It is the 27th year since 1986 TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I.  

Index 

会長点鐘と幹事報告 / 地区野球大会の案内 

新入会員卓話 / その他   

 

①石岡RC、かすみがうらRCの例会変更案内が届いていま 

 す。 

②つくば青年会議所から北条竜巻災害支援への感謝状をい 

 ただきました。下村年度の事業でしたので下村直前会長 

 に昨日行っていただきました。 

 会長点鐘と幹事報告 

 地区野球大会の案内 

 下村 正 会員 
10月7日(日)に地区野球大会があります。準備について野球同好会だけで間に合うかと

思っていましたが、組み合わせの関係上塁審他係員が足りません。塁審、ボール拭き、

タイムキーパー、記録等の手伝いを是非お願いします。 

阿見町総合運動公園7:30集合です。 

 新入会員卓話① 

 吉岡 隆久 会員 
7月に入会させていただきました吉岡隆久です。現在、二の宮で弁護士をしておりま

す。当クラブ会員 吉岡昭文の息子ですので、父共々よろしくお願いいたします。 

今日は私の生い立ちから話をしたいと思います。 

つくば市筑波で生まれ、筑波第一小学校に入学しました。全校生徒80人程度の小さ

な学校で、同級生は9人でした。プールも15m、深さ90cmと小さく、飛び込み台も

あるのですが飛び込みは禁止でした。町の水泳大会前には排水溝に蓋をして水嵩をあ

げて飛び込み練習するようなものでしたので、大会直前には麓の田井小学校で練習さ

せてもらっていました。グランドもトラック一周80m、50m走をすると校庭から出てしまうという小さなもので

した。ここで、少年野球チームに入って野球もしていましたが、やはり試合前には田井小学校で練習してました。 

中山 会長 大里 幹事 
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 新入会員卓話② 
弱いチームでしたがいい思い出になっています。筑波の山の小学校は年に3～4回筑波山に登っており、6月は美化

大会で清掃登山、春と秋の遠足、秋にはきのこ採りと非常にアットホームで楽しい思い出が残っています。 

中学校は筑波東中に進み、痩せようかという思いもありサッカー部に入りました。当時サッカーはJリーグもなく

マイナーなスポーツだったようで、テレビでもサッカー番組は少なく、W杯でさえ夜中でした。 

高校は土浦一高に行きました。高校では通学に時間がかかったので部活は諦めましたが、誘われて学園祭の実行委

員をやっていました。ただし、これも学園祭の直前になると帰りが遅くなり、山の麓まで迎えに来てもらう有様で

した。進路を決める段階になった時、弁護士になりたいという思いをもっていましたので大学は法学部を目指すこ

とにしました。家業を継ぐという選択もあったのですが、自分なりのことをしたいという思いが強かったのと今に

して思えば甘い考えでしたが弁護士をしながら家業もできるのではと考えていました。 

大学は東京でしたので結構遊んでしまいました。大学ではフラフラと誘われて由緒ある合唱団に入り、ボイスト

レーニングやらドイツ語、ラテン語、クロアチア語の歌やらと結構大変なこともありましたが、アフターサークル

も含め楽しく過ごしました。サークル活動は司法試験の勉強に集中するため3年で終わりにしましたが、結局、そ

こから弁護士になるまでに11年かかってしまいました。この間小言も言わず自分のやりたいことをさせてくれた

両親には本当に感謝しています。なぜそんなにかかったのかを振り返ると、勉強の仕方が間違えていたということ

です。始めの5年位は受験勉強式の記憶力に頼ったやり方でしたが、優秀な友人を見てこのやり方ではダメだとい

うことに行き着き、その友人に頼んで勉強会を開き自分の考え方を変えました。結局はそこから更に5年かかって

しまうことになります。後になって気づくことですが、早く受かるかどうかは学歴とかではなく、どれだけコツを

掴むかにあると思っています。私の頃は受験生5万人に対し、合格者は1000人と50倍の競争率です。5万人の中

で優秀なのは100人、次に1万人が同レベルの団子状態、あとは予備軍というような世界でした。諦めて別の人生

を選んだ人も沢山見てきましたが、私よりも優秀だと思う人もいましたので弁護士になれるかどうかは紙一重だと

感じています。私も10回不合格を経験しましたので、合格したから偉いというような気持ちはありません。 

合格後は司法研修所行き、その後仕事を始めましたが、それまで自分の中で考えていた世界と違ってショックを受

けました。それでも7年間やってきて、6月から独立しましたのでこれからは自分の思うようにやって行きたいと

思っています。 

その中で、これからやって行きたいと思うことの一つが地域貢献ということです。そのためにどうするかと考えた

時、弁護士というのは敷居が高いのではということに思いあたり「会いにいける弁護士」というキャッチフレーズ

を考えました。いつでも話を聞けるということです。疑問に思うことがあれば気軽に声をかけてください。 

今後ともよろしくお願いします。 

 倉持会員の復帰挨拶 
皆様しばらくでございます。東京の方で心臓の手術を受け、このたび復帰しました。クラブの方

からもお見舞いをいただきありがとうございました。その時にテレビに出る話をしましたら会報

にも載ってしまいましたが、私も見たくないので皆さんも早く忘れてください。 

 

  退院おめでとうございます。 

 ９月会員誕生祝 
 

     会員誕生日 

  １４日 鯨井 規功 様 

  ２１日 宮武 孝之 様 

  ２５日 岡本 武志 様 
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 ニコニコＢＯＸ ９月２７日 

 
本日合計   43,044円 

累計金額 409,044円 

赤羽 功次 
職業奉仕 大野委員長殿、先週の「朝日トンネル見学」のセッティングお疲れ様でした。お蔭様で、

一般開通前のトンネルの中を歩く、という貴重な体験ができました。有難うございました。 

大里 喜彦 
やっと！と申し上げましょうか、もう！と申し上げましょうか、まだ･･と申し上げましょうか、3ヶ

月が過ぎました。後ちょっと、宜しくお願いします。  

大堀 健二 
勝田RC、土浦南RCでのガバナー公式訪問、自分なりには無事終りました。来週はクロアチアへ行っ

て来ます。無事を祈願してニコニコします。 

岡本 武志 誕生祝ありがとうございました。本日無くならないように気をつけます。 

小城 豊 
倉持さん退院おめでとうございます。元気そうで何よりです。ということでガバナー随行の御車料ニ

コニコとします。 

倉持 武久 

先日、東京で心臓手術を受けました。その後は、自宅療養してました。しかし、芸能人の杉ちゃん

が、もう復帰するとのニュースを知り、私も焦って社会復帰することにしました。「傷だらけの私の

身体も！けっこうワイルドだぜ～！」 

中野 勝 
先週ゴルフ同好会の那須遠征に行き、たっぷり罰金を取られてきました。優勝カップが私のところに

来るのは、当分なさそうです。 

馬目 圭造 
先々週、懇親ゴルフツアーに参加させていただきました。初日ブービー、2日目優勝と波乱状況でし

た。楽しい2日間を過ごさせていただきました。ありがとうございました。 

宮武 孝之 ジャイアンツ優勝バンザイ！ 

ゴルフ同好会 

9月17,18日、那須遠征に行ってきました。17日は那須国際カントリークラブで、優勝 矢島会

員、18日はホウライカントリー倶楽部で、優勝 馬目会員でした。どちらもグリーンがとても難し

かったです。お酒もかなり飲みました。参加した、会員の皆様にお疲れ様でした。 

サンライズRC 鈴木会長 

 ９月２７日 例会スナップ 
 



 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 

2010-11 Vol. 45 
TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

   10月  3日(水) つくば学園RAC 10月第1例会「What`s your dream?」   鯨井会計事務所 19:30～ 

   10月  4日(木) 10月第１例会 会長挨拶、職業奉仕月間に因んで 

                 奥様誕生・結婚祝他         ホテルグランド東雲 12:30～  

   10月11日(木) 10月第２例会 新入会員卓話「調整中」 

                 米山月間に因んで          ホテルグランド東雲 12:30～ 

   10月18日(木) 10月第３例会 新入会員卓話「高田稔美会員」 

                 会員誕生祝             オークラアネックス 12:30～ 

   10月25日(木) 10月第４例会 調整中 

2012-13 Vol. 12 TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

  

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  

野堀喜作ガバナーエレクト事務所ホテルグランド東雲本館407号 

連絡先：  TEL         029-886-3582  FAX       029-886-3583 

          E-mail   12-13@ri2820.jp 

編集後記    クラブ会報・広報委員長：中野 勝 
今年は台風の上陸で十五夜を拝むことができませんでしたが、木犀

の花の甘い香りにやっと秋が来たことを感じます。会報もこれで12

報目、4分の1が終了しました。まだ第1コーナーを回ったところで

すが、毎週途切れずに配信できていることにちょっとホッとしてい

ます。10月は地区野球、分区ゴルフがありますが、この先、地区、

分区の行事が色々と入ってきそうです。皆様からの寄稿、投稿よろ

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 

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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本日のお客様 

 つくばサンライズRC会長 

   鈴木 一雄 様 会員数 出席数 欠席数 
内無断 

欠席数 

出席 

免除 

メイク 

ゲスト 
出席率 

67名 45名 22名 3名 2名 1名 70.76％ 

 出席率報告  ９月２７日（木） 例会 


