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大野 治夫 会長挨拶  

２月１６日（木） 例会報告 

Index 

会長挨拶／招待卓話 つくば市長 五十嵐立青様 

ニコニコBOX／本日のお客様／スナップショット／その他 

本日は五十嵐市長お忙しい中ありがと

うございます。私もちょこっとお話します。 

ちょこっとだけにチョコの話です。14日に

は、チョコを1つだけ貰った方も多く貰っ

たがいると思います。 

チョコレートは高血圧とか、脳梗塞に効

果があるということで、70%以上にカカオ

が含まれているものを食べると良いと言

う事です。 

カカオポリフェノールという物質が抗酸

化予防に効果があると言われ、血管が

しなやかになり、赤血球が通りやすくなったとの実験の結果も出ていたそうです。 

ただし、食べ過ぎると高カロリーなので、身体には良くないと言う事で、効果についても持続は

しにくいので、一定の量を何回かに分けて良い方法だと言われているそうです。ちょこっとチョ

コレートのお話でした。 
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招待卓話  つくば市長  五十嵐  立青様  

 

みなさま、こんにちは。本日はつくば学園ロータリークラブにご招待頂きまして誠にありがとうございます。 

ロータリークラブというと紳士・淑女の集まりというイメージで失礼が無いかと緊張します。 

私の考えるつくばについてお話します。 

どういう考えをもっているのか、今まではどのようなことをしてきたのかをお伝えした方がいいと思い、お話して

いきたいを思っています。 
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私が行っている農場のお話しをします。 

どう活かしていきたいかを伝えたいと思います。 

ある１つの映画作品ですが、知的障害がある

人物に、特殊な才能があります。 

例えば喫茶店でウエイトレスがマッチ棒を落と

す、数を瞬時に当てることができる、カジノに行く

とカードを全部記憶できちゃうなど、このような

特殊な能力を発揮する人をサヴァン症候群と

いいます。農場では大根の間引きなどを早く行

うことができたり、コンテナの袋数を瞬時に当て

ることができる方がいます。まさに映画レインマン

と同じような方が一緒になって働いています。 

もう一つの映画作品では、主人公が知的障

害をもった役で、アメフトの試合で全米チャンピ

オンになったり、軍に入って仲間を助けたり、ラ

ンナーとしてキリストみたいな恰好で全米を走る

など体力がすごい役ですが、農場にも穴を掘ら

せると30分程度で隕石が落ちてしまったのでは

ないかというくらい、すごい勢いで穴を掘ったり、

機械が入れないようなところの草刈りをすごい

勢いで行ってくれたりする方が働いています。 

初めてごきげんファームにきて、働いていて楽し

い、生まれてきてよかったなど言ってくれるのが

非常にうれしい、以前の彼らは障害があったた

め、働く場所がなく、ほとんど引きこもっていたの

が実情でした。 

他にもアスペルガー症候群の方もいて、曲

がったことは大嫌いで、自分が運転するトラク

ターも曲げたくないくらい、曲がったことが嫌い

な方も働いています。 

コミュニケーション事態はすごく下手なんです

が、すごくいい仕事をしてくれます。 

障害者の割合は、40人ひとがいると２～４人

いると言われています。 
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北欧では障害者を仕事をするのにサポートするた

め、別な方が付き添いとなる。北欧では社外側に

障害があるので全部取り払っていこうと言う事が出

来ている。 

一方、障害者雇用率がありますが、守っている企

業と守っていない企業があります。４５％が守って

いる企業で、、守っていない企業は５５％あります。 

守っていない企業は1人あた

り5万円の罰金を支払ってい

る。どうしても障害者は弱者

と位置付けられてしまう。 

しかし、障害者の中では素

晴らしい歌や音楽で人々を

幸せにしています。 

農業の話に戻りますが、農

業のやられている方の平均

年齢が6７歳、また茨城県

の耕作放棄地が埼玉県と

同じだけの面積なっていま

す。そういう状況に置かれて

います。では「ごきげんファー

ム」は何をしているかという

と、働きたいが働く場所がな

かなか見つからない方々と、

働く人がいない農業をかけ

合わせることで、うまくいくよう

に始めたのが今から6～7年前です。 

 



2016-17 Vol.28 TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

■ Page 5 

 
暑い日も寒い日も一生懸命

野菜を作り、野菜セットをみ

なさまにお届けできるようにな

り、今では納豆なども作って

みなさまにお届けしています。

農水大臣からも絶賛をいた

だきました。 

これらから何をしていきたいか

というと、関係性のイノベー

ションを起こしていきたいと

思っています。まずは、問題

を共有する。今社会ではどの

ようなことが問題になってい

て、誰がどのような資源を

持っているのだろうかと分析

をする。その中で一番いい

組み合わせを行う。基本的

な考え方は、莫大なお金を

かけずにつながりを作り、解

決できることをやっていきま

しょう、周りにはいろんな人が

いるので、いろんなつながりで

解決していきましょうという

ベースを持っています。 

その中でも優先順位を付け

ていかなくてはいけない。お金

をかけなくてはいけない部分

はきちんとお金をかけてやる。

お金をかけなくてもできること

は、かけずに工夫してやる。 
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誰かがたくさんお金を稼いで

いる一方、誰かがすごく辛い

思いをして生活をしているので

はなく、誰もがしっかりと守ら

れている状態にあるべきである

と考えています。同時に新し

いことを生み出していく、新し

い価値観を見出していく、そ

して行政ばかりが動くのでは

なく、各個人一人ひとりが何

かを導きだして、街を良くして

いく。社会観や国家観はどの

ように見ているかいいますと、

通常は人生の後半を観てい

ると思っています。何かという

と、退職したら社会保障を手

厚くしてきました。終身雇用を

やるという企業は少なくなって

きました。今の20代くらいの現

役世代からだと実際には所得が少ないので、子育てが難しい、しかし年配の方々からは昔は

大変だったんだと言われてしまう、今と昔の社会環境・生活環境が違うので、しっかり見なくで

はいけないと思います。このような社会保障を変えようしても簡単に変えられない。国家予算を

見てみると、お年寄りに使っている保証は１１に対して、現役世代には１しか保証していないの

で、日々の生活を守れるのは基礎自治体しかないだろうと思っています。なので私自身はつく

ば市にこだわりをもって、活動をしています。これからの政治は問題を解決する人が居なくなり、

問題を共有する人がほどんどになるのではないかと思っています。それは今、社会ではどの様

な事が問題になっているのだろう？どういう人たちが困っているのだろう？どんな人が居ればそ

の問題は解決していくのだろうといった問いを考える方が増えていくのではないかと思います。さ

まざまな問題に対しても、そのような問いをして、みなさまからしっかり意見を聞きました。 
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市長になり、「世界のつくば」という言葉を多く聞きます。私は、「世界の明日が見える街」とし

ています。世界のフロントランナーであるつくばが、いままで他では解決できなかったさまざまな

問題を解決していき、ありとあらゆる国、県、市町村の参考になるような街にしていきたいと思い

ます。その第一歩として4月に「政策イノベーション部」という部を創ります。この部は、最初に

言っていた関係性を変えていく、いままでのありとあらゆる政策をイノベーションしていく、私生活

も科学技術と情報を使って、幸せな生活にしていく、加えて浮いた分の予算は子育て部分に

充てる。本当は国がやらないといけないことを市が進んでやる、今までのお年寄り１１、現役世

代に１から７対５とかにどんどんシフトしていかなくてはいけない。若者に投資をしていくとどんどん

人が増えていくんです。その増えた人口で納税も増えたら、お年寄り、若者両方に使っていく

分を増やしていく予定でいます。誰かがさまざまな問題を解決してくれるのではなく、自分たちが

変えていける街にしていきたいと思います。 
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阿部哲次  

五十嵐市長、本日はありがとうございました。新しい感覚でつくば市

に旋風（かぜ）を入れて、新つくば市を築いてみてください。 期待し

ます。  

大野治夫    五十嵐市長、本日はお忙しい中ありがとうございました。     

今川武彦  

五十嵐市長、講話ありがとうございました。先日ご一緒した時、つい

ウトウトしてしまい申し訳ありませんでした。非礼をお詫びいたしま

す。  

木村英博        
五十嵐市長、お忙しい中、ご参加頂きありがとうございます。ご入会

お待ちしております。 

齊藤修一    
なかなかニコニコネタが無いので、提出できずにいました。少しまと

めてニコニコします。   

瀬戸口進        五十嵐市長、お忙しい中ありがとうございました。  

増山栄   五十嵐市長、ご来訪ありがとうございます。   

山口一也    無事23回目の結婚記念日を迎えることが出来ました。   

吉岡隆久   
娘からバレンタインのチョコレートを貰いました。保育園で作った粘土

のお菓子を貰いました。もうこんなことが出来る年齢になったかと感

 
ニコニコBOX 

本日の合計 4３,000円 

本年度累計 8７２,000円 

会員数 出席数 欠席数 
内無断 

欠席数 
出席免除数 メイクゲスト 出席率 

81 55 26 5 2 3 73.41% 

 
無断欠勤ゼロ、出席率向上を目指して  
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本日のお客様  

 
スナップショット  

 
 

つくば市長 

五十嵐立青 様 

 
 

つくば市資料公室秘書課 

横田 賢哉 様 

 
 

つくば市資料公室秘書課 

瓜阪 卓郎 様 
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〒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 

地域に役立つクラブを目指そう！！ 

2016-17年度 RIテーマ 
つくば学園ロータリークラブ  

例会日： 

例会場： 

木曜日 １２：３０～１３：３０ 

オークラフロンティアホテルつくば 

１．真実かどうか 

２．みんなに公平か 

４つのテスト 

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 

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  

 

ホームページもご覧下さい 

http://www.46gama.com/  

つくば学園ロータリークラブ

京都山城ロータリークラブ 
（第２６５０地区） 

友好クラブ 

プログラム予告  ２月 

公開  https://www.facebook.com/tsukubagakuenrc/?fref=ts  

非公開 https://www.facebook.com/groups/1482018048750125/?fref=ts  

非公開QRコード 公開QRコード 

02月23日（木） 例会  12:30～13:30 会員卓話 水戸証券株式会社つくば支店 支店長 高畠克友会員 「今年の株価の展望」 

03月02日（木） 理事会 11:00～12:00 役員・理事、プログラム委員長、親睦活動委員長 

   例会  12:30～13:30  会長挨拶  会員卓話月間「新入会員卓話」・逆井甚一郎会員・鈴木 一雄会員 

        会員・奥様誕生結婚祝、2月ニコニコ大賞 

03月09日（木） 移動例会 12:30～13:30 会員卓話月間「新入会員卓話」・村上憲範会員・今川武彦会員 

        会場：「ホテルグランド東雲」に変更 

03月16日（木） 移動例会 19:00～21:00 親睦夜例会「純粋にお酒を楽しむ会」 

        会場：「筑膳」つくば市沼田1441-1 バス出発18：15 ホテルグランド東雲駐車場 

03月23日（木） 例会  12:30～13:30 会員卓話月間「新会員卓話」・志保達郎会員・星 栄一会員 

03月30日（木） 休会  休会②（定款細則第6条第1節により） 

https://www.facebook.com/tsukubagakuenrc/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/1482018048750125/?fref=ts

