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塚田陶管（株）代表取締役社長

塚田陶管（株）代表取締役社長

2019 年９月 12 日

塚田

塚田

陽威 会員／ニコニコ BOX

他

陽威会員

久しぶりにマイクの前に立ちます。鬼沢会員から何年前に
やられたんですか？鬼沢会員が入会されててから 6 年経つそ
うですが、覚えてないとの事でしたので卓話をするのが、6
年以上前となります。
内容は今年の皆葉会長の「ロータリーを考える」ですので、
クラブが創立されてからのお話をしたいと思います。
私と上野会員は

創立会員となります。現在の皆葉会長が

34 代目ですので、34 年間ロータリークラブの活動を続け、
ほぼ毎週ロータリークラブに通っています。
つくば学園ロータリークラブは昭和 60 年に土浦ロータリー
クラブがスポンサークラブとして始まりました。初代会長は
福島公夫さんで、科学技術庁出身の方で、第２代会長が県庁の役人の方で安島三男さん、第３代会長からは川辺春雄さんで一
般の方が会長を行うようになりました。
私は四つのテストの歌の存在を 34 年間で初めてしりました。四つのテストは知っていましたが、このようにまだまだいろん
な勉強ができるという事は、本当に素晴らしい事です。
ホテルグランド東雲の鈴木一雄会員にお父さんは何代目の会長をやっていたのか聞いたところ、一桁の歴代会長を任命され
ていました。私は第 16 代目会長を任命され、上野修会員に幹事をやっていただきました。
会員の皆さんは、私の職業をご存知無いかとおもいますので PR したいと思います。職業は採石業をしていて、真壁（現在の
桜川市）で江戸時代から焼き物を営んでいて、塚田陶管と今でも名前を変えずに焼き物をずっとやっていました。時代の流れ
で陶管（土管）からヒューム管や塩ビ管などの素材に押されて、先代が昭和 33 年に採石業を始め、それがタイムリーな選択で
昭和 39 年に東京オリンピックがあり、その頃は日本経済成長期、日本の端から端まで開発が進み、車が普及しいない時代から
車が普及していく時代、車社会へ変わっていき昔は道路は砂利でよかったのですが、車が普及する事で舗装道路へ道路が変わっ
てきました。採石の最盛期では、1 日１万トン以上出荷し、ダンプで 700 〜 800 台、この開発期に千葉県では砂は出るが、採
石がでないので、松戸や流山、柏、成田の飛行場などでも採石が使われていました。現在は資源循環型の社会をつくる動きが
活発でリサイクル材がどんどん使われるようになりました。つくばの道路は１．５メートルほどの深さで採石が入っています。
特につくば近辺では地質が悪く地盤が悪いので、採石を相当量使います。いままで大凡１億トンほどの採石が山から採掘され
ていて、この仕事は永遠に続くと思っていました。それが間違いの元で 2005 年のつくばエクスプレス開通の工事が 5 年前の
2000 年に工事が終了し、仕事が激減してしまいました。後継者とどう展開していくか現在検討しています。
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9 月：基本的教育と識学向上月間
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そのような状況で私は、つくば学園ＲＣに 34 年前に入会しました。入会前は土浦ＲＣからもお誘いがありましたが、つく
ばがこれからの発展していくという事で、つくば学園ＲＣに入会し、34 年。若いロータリアンの会員の皆様が、仕事も気をつ
けて行って、ロータリアンの方達は、趣味が豊かです。
この 34 年でいろんな職業の会員を見てきました。
ホテルグランド東雲の鈴木敏雄さんは旧千代田村出身で、昭和 55、6 年ぐらいまで国道でドライブインを営んでいました。
その後、つくばに土地を購入し今のホテルを創業したのですが、建築構造は木造建築で台湾ヒノキで造られています。その仕
入れを直接台湾に行き、直接出向いて丸太を購入する。それを何年もかけ原木を貯めて製材をする。しかし、製材をする製材
所がなくなったりしたので、自らで製材工場作って建築に関わるすごい方でした。周辺の庭も全部自分で購入してきて、自分
で業者にお願いして何から何まで全部自分で作る。凄いパワーの持ち主です。
東郷治久会員は会社の創業 100 周年を行い、
また 20 年になる「わんわんランド」がこんなにうまく行くとは考えてもいなかっ
た。本当に先見の目が長けている方ですね。このように仕事に変化をもたらせていかないといけないと、多くの会員から勉強
させていただいています。
同期の上野修会員も桜川市（旧真壁町）から天久保に来て大きな土地を購入し、そこで歯医者と住宅やバラ園を作ったり、
趣味も豊かでワイン、釣り、ラケットボールなど、とても活発な方です。
ワイン会では筑波大学学長の江崎玲於奈さんの退会で皆さんを集め、素晴らしいワインで送別したり、プロでラケットボー
ルをしていたり、釣りも海外に釣り行くなど、このような会員のいるクラブはなかなか無いのではないかと思います。
お葬式があった時もお通夜に行き通夜振舞いがあったのですが、そこで出てきた寿司が金太楼鮨の親方を呼んでの通夜振舞
いには驚きました。私も見習ってお客様を自宅に呼ぶ時は金太楼鮨の親方を呼んで振舞ったら、本当に大盛況でした。
古本朝彦会員宅のお葬式がホテルグランド東雲でありましたが、お通夜の香典関係をモンゴルに寄付され、ここからつくば
学園ＲＣでもモンゴルを支援する流れとなってます。その流れで井田充夫会員、北島睦男会員とモンゴルに何回か行きましたが、
ウランバートルで非常に酷い生活をしてる人がたくさんいて、初めてモンゴルの中を見ることができました。
野堀喜作会員がガバナーをやりましたが、自宅に新旧の住民を呼び、10 月、11 月に収穫祭などを行い、交流会をやるなど
して近隣順民の親睦に務めたりする活動を長年に渡り開催してました。
このようにメンバーの中でさまざまな活動をしている会員がいて、とても勉強なりました。
今のつくば学園ＲＣは勢い良くて若い会員の皆さんにはいろいろと展開していただきたいと思います。34 年経ちだんだん良
くなってきたこのクラブを大切にしながら、応援していただきたいと思います。そのうち息子も入会すると思いますが、今日
まで 34 年間よく続いたなと自分を褒めながら卓話とさせていただきます。
本当にありがとうございました。

鬼沢 一彦
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第６分区親睦ゴルフ大会案内の件
参加申し込みは事務局まで
RYLA セミナー参加ご案内の件
参加申し込み連絡は青少年委員会まで

ロータリー特別月間

9 月：基本的教育と識学向上月間

It is the 34th year since 1986
2019-20 皆葉年度 『ロータリーを考える』
会報

VOL.09

お知らせ
筑波ジュニアオーケストラ第３回定期演奏会開催のお知らせ

9 月 15 日
（日）
13 時 15 分開場で 14 時から第３回定期演奏会を開催します。
つくば学園ロータリークラブ様より多くの協賛をいただきましてありがとう
ございました。パンフレットを見ていただくと団員の名前を見ていただくと
知っている方の息子さんだったり、娘さんだったりというのがあるかもしれ
ません。オーケストラに興味ある方、全席無料となっています。是非、小学
校低学年のお子さんから大学生まで幅広い年齢層で、みんなが力を合わせて、
一年間の成果を、自分の親や親戚そして、興味のあるお子さんに聴いていた
だける日となっていて、一生懸命演奏しますので足を運んでいただければと
思います。よろしくお願いします。

ロータリー財団奨学生からお知らせ

8 月のニコニコ大賞

ロータリー財団奨学生で以前お世
話になった柴田君が 1 年間の任務を
終了し、日本に戻ってきました。現
在は地元の兵庫県にいます。
来月から筑波大学院に戻ってくる
ということで、来月の皆さんへのお
礼のご挨拶にお伺いします。
現状ご報告させていただきました。ありがとうございます。

ニコニコ大賞おめでとうございます！

− ニコニコ BOX −
・野堀
・鬼沢

・鈴木

雄樹 会員
一彦 会員

前回は誕生日の霧筑波をいただきました大切にとってありますありがとうございました
①

②

塚田先輩、卓話ありがとうございました。

明日 13 日金曜日から４日間イオンつくばモールのジーユー開店セール、抽選一等賞がひたち
野 3 万円× 4 本の食事券です。今週末はイオンつくばのジーユーへどうぞ

一雄 会員

塚田さん卓話ありがとうございます。父のことも話していただきありがとうございます。

英博 会員

先日ロータリーリーダーシップ研究会に参加させていただきました。大変勉強になりました。

・大野

治夫 会員

最近洗面所に行くと自動的に電気がつくのですが、私がいるのになぜか消えてしまいます。

・荒

正仁 会員

先週卓話で会社の新しい取り組みを紹介させて頂きました。良い機会を下さり、ありがとうござい

・浦里

浩司 会員

塚田大先輩、卓話ありがとうございました。学園ロータリークラブの歴史が良〜くわかりました。

・皆葉

真治 会員

塚田様、すばらしいお話、ありがとうございました 。

・猪瀬
・木村

・村上

博

会員

塚田さん業界やロータリーの歴史についていい話が聞けました。ありがとうございます
RC の三大義務の 1 つは会費の納入、2. 出席、3. ロータリーの友の購読だそうです。

知らないですよね！

影が薄くなってきたのですかね
ました。

9 月 24 日 TX つくば駅前に茨城地酒スタンドバーがオープンします。

大井川知事も出席され華やかにオープニングしますので皆様いらしてください。

義孝 会員

台風 15 号被害に遭われた方にお見舞い申し上げます。当社の施設関係は幸い無事でした。
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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

87

60

27

5

3

0

74.43%

プログラム予告

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

10 月 03 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
10 月 03 日 12:30 〜 13:30 例会 会長挨拶

※他検討中

10 月 10 日 12:30 〜 13:30 例会・第 6 分区渡邉弘明ガバナー補佐

表敬訪問・招待卓話：JICA 筑波

10 月 17 日 18:00 〜 20:30 移動例会・招待卓話＆懇親会「経済アナリスト：中原圭介氏による講演会」会場：「つくば山水亭」
10 月 24 日 12:30 〜 13:30 ガバナー公式訪問例会・国際ロータリー第 2820 地区「中村澄夫ガバナー公式訪問」
10 月 31 日

休会（定款細則第 6 条第 1 節により）

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
2019-20 年度

Ｒ I テーマ

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

マーク・ダニエル・マローニー

ロータリーは世界をつなぐ
2019-20 年度

中村

澄夫ガバナー

https://www.rotary.org/ja

地区スローガン

人、学びて更なる奉仕
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/

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

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

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

