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It is the 27th year since 1986

１０月１８日（木） 例会報告
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会長点鐘と幹事報告
例会変更の案内です。
つくばシティＲＣ 10/31(水)、11/7(水) 例会場
が東雲に変更になります。メイクされる方、ご確認
ください。

新入会員卓話①
高田 稔美 会員
卓話ということですが、私の42年間の人生を振り返ってお話をさせていただきます。
現在は両親の経営する株式会社高田工務店で土木の施工管理と経営全般の勉強をしているような状態で
す。元々建設業を志したわけではありませんでした。中学時代に当クラブ石川会員の経営するゴルフ練
習場の工事を当社で施工させていただいたことと、父親も石川会員と親しかった縁で中学後半から、そ
こでゴルフ練習にのめり込みました。そのお陰で腕前も上達し、1年でパープレイで回れるようになり
ました。高校でもゴルフを続け、加えて軟式野球もやっていました。大学進学では、このままゴルフを
続けたいとの思いで、専修大学に入学し、体育会系のゴルフ部に入りました。当時の専修大学は黄金期
で、1つ上に現在の賞金王の藤田寛之プロ、1つ下に横田真一プロがいました。そのような環境でしたの
で、高校ではそれなりの成績を残して自分でも自信を持っていましたが、日本にはこんなに上手い人が
たくさんいるのかと感じました。当時は朝の4時から夜の10時まで、ほとんどゴルフの練習でした。レ
ギュラーとして大学で4年間やって、次は当然のようにプロを目指し神奈川県の相模原ゴルフクラブに
研修生として就職しました。しかしながら、プロにはなれませんでした。その日その日のプレーではス
コアがまとまるのですが、テストにいくと日々コツコツと練習している人にはかないませんでした。26
歳の時、プロになる夢を断念して栃木の土木会社に就職し、仕事の厳しさや土木について学びました。
そこで4年間仕事をさせていただき、実家に戻りました。その時に父親から青年会議所入りを勧めら
れ、以後10年間そこで活動してきました。そこで、人として生きて行くためには周りの人を支えながら
行かねばならないということと、自分で決めたことはやり遂げるということを学んだように思います。
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新入会員卓話②
青年会議所卒業後は心にぽっかり穴が空いたような状態が続きましたが、40歳で子供を授かり、今は、
子供を育てる喜びを感じています。仕事の方は、目の前の仕事を工夫してやり方を考えなければいけな
い時代になってしまいましたので、職人さんを集めるのも厳しいし、資材も上昇してしまって苦しいと
ころもたくさんあります。そういう日々の中、子供の顔を見てホッとしています。また、両親にも親孝
行したいと思って戻ってきたわけですが、今こうして建設業に携わっているということが親孝行の1つ
だと思ってもらえれば嬉しいと思っています。
ロータリークラブへの入会のきっかけは先輩方の勧誘でした。平和、奉仕の活動は青年会議所の方針に
も近いし、一生懸命やれば身になるところもあると思っています。これからもご指導いただきながら活
動したいと思いますので、末長くよろしくお願いします。

ゴルフの上達方法も教えていただきました
7番アイアン1本でいいんですが、それで普段150ヤード位飛ばす方は、100ヤード位飛ばす感覚で
ゆっくり振る練習を繰り返すといいと思います。また、7番アイアンでボールの赤道部分に刃を入れる
イメージでスイングすることです。それから、ドライバーで思いっきりスイングしてボールを打つ練習
を最低10回やるといいかと思います。さらに、ラウンド終了後、パターの練習をすることも大切かと思
います。

会員卓話
増田 忠則 会員
久しぶりで、また、突然のことで緊張しています。
何を話していいのか題材を用意していませんので、私の経歴をお話しさせ
ていただきます。生まれは満州・撫順という炭鉱の街でした。父が満鉄に
務めていたものですから非常に豊かな生活でした。今でしたら億万長者で
ないとできないのではないかというようなものでした。それが終戦にな
り、着の身着のまま母の実家がある下妻市加養に引き揚げてきました。そ
こで学校に通い始めましたが、疎開ということで当初はいじめに会いまし
たが、その中で喧嘩を繰り返して行くうちに仲良くなり、次第に可愛がら
れるようになりました。中学3年の時に下妻の大宝に家を立てそちらで生活するようになりました。父
と兄が頑張りまして、貧しくても高校までは行けという事で下妻の高校に入り、その先学校に行きたい
という気持ちがありましたが、金銭的なところで衣食住付き、おまけに給料もくれるということで防衛
大学に入りました。そのまま自衛隊に入り、幹部自衛官となりました。平成元年に退職し、兄が社長を
していた常陸興業に就職し、その後、私が社長として引き継ぎました。今は地元の業者として信用第一
をモットーにやっているところです。業務としてはビルの管理ですのでビルの設備、警備、清掃等を
やっています。最近はアパート等の管理、清掃も手掛けています。自衛隊勤務でしたので、今でも国の
ために、人のために、地域のためになればと信念を持ってやっています。
自衛隊時代の勤務地は鹿児島の桜島のそばの国分から北海道のスキーで有名なニセコのある倶知安まで
各地を歩きました。キャリアの終盤は方面総監として札幌、伊丹と歩き、最後は六本木でした。自衛隊
にいて良かったと思う事は、友人に恵まれたことです。何らかの形で皆様のお役に立てると思っていま
す。

突然のご指名でしたが、ありがとうございました。
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中山会長から
先日、RACの例会に講師として参加し、昔からの考え方やメンバーに
何がして欲しいのかを話して参りました。その時にディスカッションを
しましたが、かつてゴミ拾いを企画した時には登録者がいなかったこと
などを挙げ、一生懸命やっているんだが、ロータリアンが乗ってきてく
れないとの話が出ました。
昔、新世代奉仕委員の時にロータリアンができない汗になる部分をやっ
てくれてるんだとお話したことがありますが、その時にはメンバーも多
く、活気があってできたのかなと思っています。今年はロータリアンの
拡大ということでやっていますが、ローターアクトも拡大の方向で元気
のあるRACを作っていければと思っています。それぞれの会社で１９～30歳までで、これという方を
預けていただければ、もっと活気のあるクラブになるのかと思います。現在、会員は8名、例会に参加
するのが5，6名とちょっと寂しいですので、機会があればRACの例会に是非参加して見てください。

つくば学園ＲＡＣ情報
10月第二例会
10月17日(水)、鯨井会計つくば事務所にて第二例会を行いました。講師に中山正巳会長をお招きし、「ロー
タリーのもとめるアクトクラブについて」ご自身の青年会議所でのご経験を含めてお話していただきまし
た。卓話の後は、ロータリーとアクトの関わりや今後の活動方針に関する意見交換会を行い、活発な意見が
交わされ、終了予定時刻を二時間以上過ぎての解散となりました。
ロータリアンとアクターが自分の思いをぶつけあい、理想的な活動のかたちや奉仕のあり方について本気で
考えることができる貴重な場となりました。（あまりに白熱したため写真を撮るのを忘れてしまいました）
お客様

つくば学園RC
会 長
中山 正巳 様
つくば学園RC 地区会計長 鯨井 規功 様

11月例会のご案内
第一例会
11月4日(日) ロータリーの森創り事業（移動例会となります）
第二例会
11月21日(水) 直前代表、浅香会員の担当例会です。
鯨井会計つくば事務所にて 19：30～
＊詳細が決定しましたら改めてご案内させていただきます

ロータリアンのみなさんへのお願い
・例会の内容へのご要望：「こんな例会があったらぜひ参加したい！」
・活動内容の提案：「あんな事業を計画したらいいのではないか？」
・そのほかお叱りの声など・・・・・・etc
ロータリークラブとの関係を深め、アクトの活動をより良いものにするために、ロータリアンのみな
さんのアクトクラブへの正直な思いをお聞きしたいです。下記のアドレスまで、みなさんの声を送って
ください。匿名でも結構です。
gakuen.rac2012@gmail.com
幹事 伊藤 永
＊頂いたメールは責任を持って必ず返信させていただきます。

アクトへのご意見、ご鞭撻の声をおまちしています
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同好会情報
ボーリング同好会
10月18日(木) つくば学園ＲＣボウリング同好会の第２回目の教
室を開催しました。塚田さん夫妻・大木さん夫妻・中山夫妻・馬
目さん+会社の面々１０名で２時間の教室でした。賑やかに楽しく
できました。中央が花本プロで教室の先生です。今回の講義では
目標の定め方でした。レーンの板の枚数とスパットとピンまでの
距離関係のテキストを「次回の教室までによく読んでください」
の宿題まで付きました。（数学的距離の比例式）ハウスボールは
曲がらないと思っていたら、投げる人が違うとチャンと曲がるん
ですね。しかもピンが全部立っている状態で７ピンと１０ピンを
それぞれ１本だけ倒す模範投球には、一同ビックリ関心（＠＠;
中山 正巳 会長 記

ワイン同好会
10月18日(木) ブラッセリー・デュ・プラにて「秋の食材と、ブ
ルゴーニュワインのマリアージュ」と題して 5種類のワインとサ
プライズワインとして2006年シャンボール・ミュジニー・レ・
シャルム(フレデリック・マニャン)の高級ワインを堪能しました。
須藤 宏達 会員 記
※写真は、大堀会員が離席中に撮ってしまいました m(__)m

ゴルフ同好会
10月19日(金) 霞ヶ浦国際ゴルフコースにおいて、第6分区親睦ゴ
ルフ大会が開催されました。
天候は快晴、微風と絶好のゴルフ日和の中、我クラブからは精鋭
13名が参加・奮闘、高野勝会員が見事優勝されました。ベスト10
に下村正会員（7位）、大里喜彦会員（9位）が入賞、他、ドラコ
ン、ニアピンも多数獲得して、那須遠征の成果を出してきました。
最後に東郷治久会員より来年の地区大会記念ゴルフのPRで閉幕し
ました。野堀ガバナーも大分頑張り順位をかなり上げた事を報告し
ます。
下村 正 会員 記
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ガバナー便り
千葉の地区大会に川崎副実行委員長と視察に来ました。野堀ガバナーはご夫婦で千葉大会に参加です。
平日は公式訪問、休日は他地区の地区大会に参加と、 頭が下がります。ご苦労様です。
しっかり見て帰ります。
下村 正 会員 記

１０月１８日 例会スナップ
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10月会員誕生祝
会員誕生日
4日 大野 治夫
9日 路川 淳一
12日 須藤 宏達
13日 藤川 雅海
21日 倉持 武久
23日 柴原 浩
30日 田上 憲一

様
様
様
様
様
様
様

ニコニコＢＯＸ 10月18日
ガバナーセクレタリーの大役をしてきました。ガバナーの仕事の大変さ
を肌に感じ、とても勉強させて頂きました。
こんにちは！磯山です。お忘れにならないで・・・宜しく！
本日の卓話、高田稔美君有難うございました。
例会場、間違って東雲には行かなかったですが、本館５階へ行ってしま
いました。
１１月４日のロータリーの森創りは、教え子の結婚式と重なってしま
い、残念ながら参加できません。次の機会に頑張って穴埋めしたいと思
います。宜しくお願いいたします。
誕生祝いありがとうございます。私の場合は、生きてる実感がひとしお
です。
お誕生祝い、有難うございました。ついに50代の仲間入りです。なぜ
か、左肩が痛くて回りません。

石井 健三
磯山 正蔵
大里 喜彦

北島 睦男
倉持 武久
須藤 宏達

出席率報告

本日の合計

22,000円

累計金額

557,100円

１０月１８日（木） 例会

出席委員の
磯山です(^_^;)

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

68名

47名

21名

0名

2名

0名

71.21％
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プログラム予告 １０/11月・地区関係・ローターアクト
10月25日(木) 10月第４例会
11月 1日(木) 11月第１例会

会員増強例会
オークラホテル 12:30～
ローターリー月間に因んで/『未来の夢計画』について
第2820地区ロータリー財団国際親善奨学生・財団学友委員
土浦RC 鶴田 一郎 様
奥様誕生祝・結婚祝、ニコニコ大賞
オークラホテル 12:30～
11月 4日(日) 11月移動例会 「ロータリーの森創り」
ゆかりの森
9:30集合
11月 ８日(木) 休 会（「ロータリーの森創り」に振替のため）
11月15日(木) 11月第3例会 招待卓話 筑波大学付属病院病院長・筑波大学副学長
五十嵐哲也氏 「新棟竣工記念卓話」
会員誕生祝
オークラホテル 12:30～
11月 22日(木) 11月第4例会 稲本修一ガバナー補佐公式訪問
オークラホテル 12:30～
つくばオールロータリアンＦａｃｅｂｏｏｋ同好会は、現在非公開グループとしてＦａｃｅｂｏｏｋ上
に37人のメンバーで情報を共有しています。
（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）

編集後記

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

クラブ会報・広報委員長：中野 勝

プロの解説するDVDを見ながらそのイメージを頭に刻んでゴルフを
始めたのですが、何ともうまくなりません。高田会員の言うように
クラブを上げて下すだけなのはわっかているのですが、やる度に何
かを発見し、いつの間にかバランスが変わってしいます。やはり、
センスのない人間は、素振りぐらいは繰り返し練習しないといけな
いようです。さすがに、ラウンド後のパット練習までは無理かもし
れませんが・・・(-_-;)

野堀喜作ガバナー事務所
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

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

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

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
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