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会員卓話　増山　栄 副会長

会員卓話　増山　栄 副会長／ニコニコ BOX　他

　皆葉年度、副会長を務めます、増山　栄です。 

　本日は卓話の機会を与えていただき感謝いたします。有難うござい

ます。 

　まず、自己紹介、ロータリーとの関わり、そして、本業とそれに関

係することをご紹介させていただきます。 

　私は、今年、古希になります。正確に申し上げると、昨年、古希を

迎えました。 

　古希は、数え年の年齢で表すようであります。 

　「人生七十古来稀なり」と唐の詩人によって謳われたらしいのですが

「７０歳まで生きられるということはめったにない」という意味であり

ます。平均寿命が 50 歳の頃の話ですので、現在には当てはまりませ

んが、先日も私より少しだけ年下の友人に古希のお祝いをしたいので

是非予定を開けてほしい。と言われ、思わず、「やめてくれ」還暦過ぎれば時計が逆回転するのだから、皆同じだよ。と断りました。で

も、せっかくでしたので土浦の仲間と数人で、もちろん割り勘で美味しいお酒を頂きました。 

しかし、自分でも古希といわれると、今まで歩んできた道のりとは異なり、確実に短く、毎年のように、同級生が他界する現実を考え

ると、正直のところ、そろそろ終活？の準備だけは始めるかな。と思うこともあります。妻も同級生ですが、元来几帳面な性格の持ち

主ではあるのですが、最近やたらと整理整頓しているので、私のものも「これ、まだ使うの？とか、あたらしいものは購入しない」と

言ってきます。子供３人、孫が現在６人いますが、どの孫の成人式まで見られるかな等と考えてしまうこともあります。妻はともかく、

自分はあと 20年は現役で仕事をしたいなと思っているのですが・・・・・。迷惑でしょうか？ 

　今年、平成から令和に代わり、その記念に７月の 14日から一泊の強行日程で、奈良県樫原神宮への参拝と神武天皇御陵への参拝を

して参りました。鬱蒼と茂る樹々に囲まれた神宮は神々しく歴史と伝統の重みを感じて参りました。そして、三輪山の麓に建立されて

いる、大神（おおみわ）神社、天理市の石上（いそのかみ）神宮に参拝して参りました。暫し厳かな気分を堪能してまいりました。因

みにこの二宮は日本最古の神社と言われています。 

　さて、ロータリー歴ですが、私は土浦青年会議所在籍中の平成元年（1989）第４代鈴木敏雄会長、吉岡昭文幹事の時入会しました。

鈴木敏雄先輩は残念ながら他界されましたが、吉岡昭文先輩は、その後第１０代会長（1996 ～ 1997）となり、2000 ～ 2001 年には

国際ロータリー第２８２０地区第１５代ガバナーを務められました。現在お二人の二世も会員となって活躍されていることは喜ばし限

りです。私は、吉岡先輩が会長の時の幹事でした。また、ガバナーの時は地区会計長を指名され、奉公させていただきました。当時は

地区の会員数も２８００名を超え、地区大会なども国際会議場を貸し切り、かなり派手に開催されました。 

　近年では、クラブ２０代会長を野堀喜作さんが務められ、その時は２０周年記念式典の実行委員長を仰せつかりました。この時は、
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多くの退会された先輩方々も出席され、和やかな大会となりました。翌年度、

私が第２１代会長を務めることになり、幹事は塚原英夫さんにお願いしまし

た。 

　さて、その後、野堀ガバナーが誕生したのは、平成２４年（2012 ～

2013）です。 

　私は地区幹事に指名され、斎藤修一会員をはじめすべての会員のご協力を

頂き、３年間務めました。大変でしたが、終わってしまうと、楽しい反面も

あって、今では、良い思い出となっています。そして、昨年度は第６分区の

ガバナー補佐を拝命し、これまた、多くの会員のご協力を頂き、私自身はミ

スばっかりで、至らぬガバナー補佐でしたが、多くの友を作ることができま

した。大変お世話になりました。 

　そして、本年度は皆葉会長の下で飾？の副会長をさせて頂いています。 

３０年間、正に、「光陰矢の如し」ロータリーライフ？でした。 

　さて、職業分類上、私の職業は都市建築設計となっています。昭和５３年創業、昭和５８年創立で創立３６年目となります。本社は

一昨年より、つくば市千現です。設計部は土浦市荒川沖あります。社員数２０名、内、技術職、一級建築士１１名、二級建築士３名が

在籍しています。 

　建築設計のジャンルは様々ですが、近年は福祉施設のご依頼が多く、老人ホームや障害者のための施設、保育園などは毎年ご依頼を

受けています。これらは、補助金と公的融資を受け建設されますため、長期間の業務となる場合が多く、逆に言うと、一、二年先に実

施設計を行うといった事業です。特に老人ホームの場合は工事そのものも２か年で行うことが多く、クライアントとは長いお付き合い

となります。 

　私は、個人的にも社会福祉法人の理事を３０年務めています。また、平成１１年から約１０年間、事情があって理事長を務めています。

その関係もあって、福祉関連の業務が多く、時代的要請でもあると思います。 

現在進行中の物件を紹介しますと、つくば市で２か所の保育園を建設中ですが、一つは、会員の大木さんの土地を利用させていただき

「南十字保育園」という名称の保育園を建設しています。また、もう一件は鬼ケ窪で、これは、関彰商事さんの設立した関耀会さんが「み

らいのもり」という名称の保育園を建設しています。そして、この「みらいのもり保育園」 

の園長予定者が、昨年度の第３分区のガバナー補佐で今年度の青少年委員会の総括委員長の川上美智子さんです。人生とは不思議なめ

ぐり合わせですね。 

　また、今年度のプロジェクトでは、つくば市の給食センターが年度内に完成します。 

また、間もなく、つくば市吾妻２丁目にOpen します、「つくば市産業振興センター再整備事業」、昨日が竣工検査でしたが、この施設

はつくば市の目玉事業の一つで多様な起業ステージに対応し、企業と投資家、研究者、学生等とのマッチング、経営指導の機会等を提

供することで、市内外スタートアップや投資家、研究者が集まり交流する施設で、コワーキングスペースやカフェを有する施設です。

これは、昨年度、Competition で受注した物件です。 

　また、最近は学校建築も多く受注させて頂いています。なかでも、私学の新築や改築の依頼が入ってきていますが、これは、専門学

校か専門職大学への移行に伴うことによる需要かと思われます。 

　このように、世の中の変化は激しく、常にアンテナを高くし、先取りの研究がますます必要な時代に入ってきていることを表してい

ます。 

地域間格差もどんどん広がり、茨城県の人口分布にも顕著に表れています。いろいろな業界団体でも会員数の減少は大きな岐路に立た

されています。私は茨城県の建築士事務所協会の副会長という立場ですが、毎年の会員の減少に悩んでいます。いろいろな原因はあり

ますが、高齢化による廃業が大きな原因の一つであります。後継者不在なのです。大学や専門学校で学生と話す機会があるのですが、

設計事務所への就職希望者が極端に少ないのです。希望が多いのは公務員ですね、設計事務所に就職しても建築士の勉強ではなく、公

務員試験の勉強をし、合格すると退職し公務員になる。笑い話ではなく、これが現実なのです。 
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－ ニコニコ BOX －
　・小河原公男会員 新規入会ご承認ありがとうございましたよろしくお願いいたします
　・猪瀬　博　会員 母の新盆にあたりましては大勢の皆様に来ていただきまして本当にありがとうございました。感謝です。
　・逆井甚一郎会員 ダラットに行って参りました。
　・木村　英博会員 お盆休みで宮城の実家に帰りお盆参りをしてきました。父が先月胃癌が見つかり手術をしたとのことを
   その時に知らされました。健康診断で見つけて頂いたそうです。ステージ 1でしたが胃は全摘出でした。
   皆さん健康診断はしっかり受信してください。
　・大野　治夫会員 いよいよ増山ガバナー誕生ですかね♡♡♡
　・市村　剛　会員 私事ですが 8月 11日に守谷に食パン専門店ハレパンオープンしましたよろしければご来店お待ちして
   おります 
　・小城　豊　会員 屈折 25年、人生初のゴールド免許ゲットしました。免許返納まで何回更新できるか分かりませ  
   んが今後もゴールド目指します
　・高野　勝憲会員 9 月 2日ベストランドゴルフコンペに参加される方よろしくお願いいたします。ありがとうございます。
   ちなみに昨日は 123 でムービーでした。当日はご迷惑かけないよう頑張ります
　・猪野　研一会員 ここのところ涼しくなったと思うのですが、毎日 30℃以上はありますね。体熱帯仕様になっているので
   しょうね 
　・村上　義隆会員 先週の 8月 14日にインドネシアから介護の技能実習生 4名が来日しました。今帰国後研修頑張ってい
   ます。日本での生活に早く慣れることを願っています
　・今川　武彦会員 昨日の妻の誕生日には綺麗なお花をありがとうございました。

２８２０地区の会員数も毎年のように減少していますが、大きなクラブや人口の増加している一部の地域とそうでない地域との差がます

ます広がる様相です。町の勢いと重なっているように感じます。地域間格差は同じ町でも起こっています。つくば市においても初期に開

発された地域と、研究学園駅地区に確実に差がみられるようになっています。 

　数年前に、塚田楊威さんを中心に「茨城県南を考える会」という組織を作りました。 

事務局は東雲の市川さんにお願いしています。 

それは、茨城県に常磐線以外の鉄道、つまり、「第２常磐線構想の復活」です。つくばエクスプレスを常磐線と接続し、県都水戸市とつく

ば市を公共交通で接続し、事実上の距離の短縮を図り、茨城の県土の持つポテンシャルをより以上に高めようとする目的であります。 

私は、茨城県の人口減少の要素の一つに公共交通網の貧弱さがあると考えています。 

つくばエクスプレス沿線の発展する住宅開発はそれを表していると思います。東京都内の私鉄沿線の開発手法と同じような現象かと思い

ます。ただ、ここに大きな違いがあります。それは、茨城県を運行している電車は交直両様システムであることです。東京を運行してい

る電車は直流によって動いています。つまり、東京を運行している現在の電車は利根川を渡って茨城県内の運行は出来ないということです。

旧柿岡町（石岡市）に存在する、地磁気観測所の研究に差し障ることが原因となっています。この移転運動は４０数年にわたり行われて

いますが、埒があきません。時間がかかる運動となっています。大井川知事さんも、つくばエクスプレスの延伸は必要と公約されています。

期待したいところです。 

私は、土浦薪能を 22年間務めています。土浦市は「水と緑と歴史」と謳っています。親子２代に亘、老中職（土屋数直、政直）をも務

めた九萬五千石の大名、土屋家の城下町です。土浦市の臍として城跡も残っていました。古文書や多くの絵図なども残っています。土浦

市の活性化のため、その本丸土塁に、東西の櫓を復元することとなりました。この復元の設計監理に携わることになり、１２年間を要し、

櫓の復元を果たしました。その落成を記念し、何かイベントをしようという機運が高まり、本丸に能舞台を設え、薪能を開催しました。

これが、始まりで２２年間「土浦薪能」を継続しています。今年は市民会館の耐震工事のため、雨の場合の会場確保ができず、城址での

開催を諦め、亀城プラザでの、狂言公演となります。中止とせず、趣向を変え継続することを選択しました。また、来年度は亀城公園の

本丸にて開催し、皆様に喜んでいただきたいと考えています。困難なことはありますが、何事も継続することが大切と考えています。諦

めずに続けていれば、大勢の味方が付いて、応援してくれます。 

人生も、仕事もロータリーもすべて同じかなと思います。 

これからも、末永く宜しくお願い致します。 

長々とまとまらない話で申し訳ございませんでした。ご清聴ありがとうございました。 



つくば学園ロータリークラブ 『ロータリーを考える』
〒305-0051 茨城県つくば市二の宮 1-10-1 ヴェルドミール 105 号室 
電話 029-858-0100 FAX 029-858-0101

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
茨城県つくば市吾妻１丁目１３６４－１

TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I.

無断欠勤ゼロ・出席率向上を目指して

プログラム予告

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
公開 https://www.facebook.com/tsukubagakuenrc/?fref=ts
非公開 https://www.facebook.com/groups/1482018048750125/?fref=ts 公開QRコード 非公開QRコード

友好クラブ
第 2650 地区
京都山城ロータリークラブ

つくば学園ロータリークラブ
ホームページもご覧ください
http://www.46gama.com/

ロータリーは世界をつなぐ

http://www.kyoto-yamashiro-rc.com/

https://www.rotary.org/ja

2019-20 年度　中村　澄夫ガバナー　地区スローガン　

人、学びて更なる奉仕
http://www.rid2820.jp/

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
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2019-20 年度　Ｒ I テーマ　マーク・ダニエル・マローニー

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 無断欠席数 出席免除数 メイクゲスト 出席率

89 62 27 2 3 0 72.09%

プログラム予告
08月 22日 12：30 ～ 13：30 例会　会員卓話　増山栄 会員

08月 29日 12：30 ～ 13：30 例会　2018-2019 年度　決算・監査報告／ 2019-2020 年度　予算（案）について

09月 05日 11：00 ～ 12：00  理事会　19-20 役員・理事、プログラム委員長、親睦活動委員長

09月 05日 12：30 ～ 13：30 例会　会長挨拶・「基本的教育と識字率月間に因んで」国際奉仕委員会 委員長 下村正会員

   　  ※会員奥様誕生及び結婚杵祝、8月ﾆｺﾆｺ大賞

09月 12日 12：30 ～ 13：30 例会「会員卓話」塚田陽威会員

09月 19日 12：30 ～ 13：30 例会・招待卓話「茨城いのちの電話」について　後援会幹事　今田悟史様　

09月 25日 19：00 ～ 21：00 移動例会「第 4回米山奨学生との交流会」・会場：筑波大学会館「レストランプラザ」

09月 26日　　 休会　9/25（水）第 4回米山奨学生との交流会へ振替の為
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