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つくば学園ロータリークラブ
TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I.

It is the 25th year since 1986

１０月２８日（木） 例会報告
例会報告
１．ガバナー補佐公式訪問 野堀 喜作ガバナー補佐
２．職業奉仕報告
塚田陶管(株) 代表取締役専務 塚田 陽威会員
３．会員誕生日

幹事報告
幹事報告
１．１２月プログラムの件
一部変更にて承認
２．会計報告（７～９月）の件
承認
３．ゆかりの森整備の件
承認
４．２５周年記念例会の件
承認
５．第２回移動例会の件
出発時間を９：３０分に変更
６．その他
・プログラム委員会への要望 財団月間を１月に変更依頼
・米山奨学生病気治療費支援のお願い ３００円×会員数を支援 奉仕予算から支出
・野堀ガバナー補佐より ※次年度べネファクターの選出 野堀会員を選出
※分区ゴルフ参加者 ６８名
・つくばマラソン支援の件 チョコレートを配布

会員誕生祝
４日
９日
２１日
２３日
３０日

大野
路川
倉持
柴原
田上

治夫会員
淳一会員
武久会員
浩 会員
憲一会員
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ガバナー補佐公式訪問
野堀喜作ガバナー補佐報告
これまでガバナー補佐として１０ヶ所のＲＣを訪問してまいり
ました。つくば学園ＲＣが最後の訪問です。昨日はつくばシ
ティーＲＣに訪問いたしまして、楽しくお酒を飲んでまいりまし
た。他のＲＣを訪問してまいりますと、改めて自分の所属する
ロータリークラブの良さが感じられます。
つくば学園ＲＣは、会員の皆様がいろいろな事を替わりばんこ
にするという自由な雰囲気を大切にして今後も活動していってほ
しいと思っております。私もメンバーの１人として、今後とも活
動していきたいと思っております。
野堀喜作ガバナー補佐
つくばにある３つのＲＣには、共通点が見受けられます。それ
は①出席率が悪い点と②ニコニコＢＯＸの協力度合いが低い点です。
１１月１１日にガバナー公式訪問例会がございますが、是非とも１人でも多くの会員が出席して例
会が開催できますようにご協力をよろしくお願いいたします。
また、つくば学園ＲＣにおいては、７０代の会員が最高齢ですが、歴史の古いＲＣでは、８０代の
会員がたくさんおられます。車いすで例会に参加されたり、あるいは若い会員がエレベーターで待ち
受けて、手を引いて例会会場に誘導されている姿を拝見いたします。
それはそれで素晴らしいことですが、あるクラブで若い会員と会話をしましたら、会長経験者やガ
バナー補佐を経験された会員の方から、「ロータリーとは、こういう方針ではないといけない」です
とか、「こういう精神をもって、出席は必ずしなければいけない」という風に言われるのが嫌だと話
しておりました。ただし、ロータリーの活動が楽しければ、おのずと出席率は上がると思います。
つくば学園ＲＣは、楽しいＲＣであり、拡大もきちんと図れておりますから、私も誇りを感じてお
りますし、ここに所属していることを心から喜んでおります。
今年もつくば青年会議所の卒業生が１０名ほどおりますので、大里会員に誰か入会してもらえるよ
うにと伝えました。
これからも分区の行事としましては、親睦ゴルフコンペ、ガバナー公式訪問、ＩＭ、そして最後に
ＧＳＡについて、今年は偶数の分区が対応することになっております。１週間スコットランドからお
客様が参りますので、その人たちのお世話をすることになります。
ガバナー補佐として皆様方の協力をいただいて、役割を全うして１年間を終わりたいと思います。
残りの期間もガバナー補佐として役割を全うしてまいりたいと思いますので、ご協力よろしくお願い
いたします。

職業奉仕報告①
塚田陽威会員による職業奉仕報告
塚田陶管は、江戸時代から昭和３０年代まで真壁において焼き
物業を営んでおりました。その後時代の変遷で焼き物がうまくい
かず、先代が転業を考えて、土管を作っておりました。できれば
ヒューム管を作成したかったのですがこれもうまくいかず、昭和
３３年から砕石業を営むことになりました。
私たちの商売は、日本の高度経済成長と一緒に成長してまいり
ました。昭和３９年の東京オリンピック、４５年の大阪万博。今
の中国のようなものです。昨年の北京オリンピックや今年の上海
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職業奉仕報告②
塚田陽威会員による職業奉仕報告（続き）
万博。この時期はモータリゼーションが飛躍的に発展します。こ
の当時は、私の商売も作れば売れる時代でした。このようにいい
時代もありましたが、平成７年頃から陰りが見え始めました。
この頃から資源循環型社会に移行しました。つまり、リサイク
ルの時代です。道路関係もリサイクルです。砕石業は今まで道路
がすべてでした。この近辺の道路には、ほとんど１ｍくらいの路
盤材が入っております。それに１０ｃｍくらいの舗装材が入って
おります。
私たちの会社は、全盛期は年間２００万ｔ前後の取り扱いがあ
塚田陶管(株)
りました。昔は河川砂利がベースでした。資源循環型社会の到来
代表取締役専務 塚田陽威会員 に合わせて、私たちは道路から建設用の骨材やブロック・二次製
品の骨材としての生コンに特化しました。
昭和６０年代茨城県では、つくば万博や水戸の花博が開催されました。日本の経済成長がピークを
迎えた頃でした。昭和６１年につくば学園ＲＣが創立しましたが、つくば万博の初代の館長の福島氏
が初代の会長となり、茨城館長の安島氏が２代目の会長となりました。このように昭和６０年代は勢
いのある時期でした。
砕石業とは、交通のインフラ整備の材料ですから、地域の交通アクセスに興味がありました。例え
ば水戸の花博の時に千波湖のヘドロを、護国神社の下に埋め立てて公園を作りました。ちょうど佐川
市長の頃でした。佐川市長は、保守大国の茨城県の中で反自民で当選し、千波湖周辺をＮＹのセント
ラルパークのようにしたいという発想で開発しました。中心部に芸術館も建設しました。
昭和６０年に常磐高速が開通しました。私はインターチェンジをどこに作るのかに興味がありまし
た。例えば日立は、北と南にインターチェンジを作りました。中央は当初作りませんでした。これ
は、当時の市長や市民が反対したからです。ところが後日中央にもインターが必要だということにな
り、自前で、何十億円か拠出して日立中央インターを作りました。その自治体のトップや市民のアク
セスに対する無関心が大きな損失を生みました。また、土浦もインターは土浦学園線に設けるべき
だったと思っております。
一般道で見ても、石岡バイパスはまだできていません。また、昭和４０年代細田市長の時代、市民
の反対を受けながら土浦バイパスを作りました。用地は４車線分確保しておりましたが、開通したの
は２車線でした。やっと２，３年前から４車線化に取り組んでいる状況です。
地域の発展には、交通のインフラ整備は欠かせませんが、あまりにも無関心な方が多すぎると思い
ます。いい例では、つくばＴＸがあります。つくばＴＸも開通して早５年が経過しました。この５年
で沿線開発は、飛躍的に進みました。守谷駅ではラッシュ時、１時間に１５～６本電車が運行してま
す。山手線と遜色ありません。やはりトップの情熱がないとインフラの整備はできませんが、それを
どう発展させるかも問題です。
過去においては、岩上二郎知事が鹿島コンビナートの開発を手がけました。それまで茨城県は農業
県で、県民１人当たりの所得水準は全国ワースト５に入っておりました。その当時は、県の職員が総
出で用地買収に奔走しましたし、霞ヶ浦に海水が入り込まない工事をして、真水をコンビナートに送
るようにしました。先見性のある政治力を発揮されたいい事例です。
地域を豊かにするのはいい形で開発を続けることです。今の４０代の方々が、新治・八郷間にトン
ネルを開通させています。将来は八郷が茨城の軽井沢になると思っております。
私も自己の商売を通して感じるのは、企業（職業）の寿命は３０年から５０年だということです。
上手に業態を変化させないと生き残れません。皆さんもご自身の業を通じて、時代あわせて変化をし
ながら仕事に取り組んでください。
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１０月２８日 会場スナップ①
やはり、本来の会場であるオークラフロンティアホテルでの例会は厳かな中にも緊張感のある設営に
なります。ピリリと引き締まった雰囲気が醸し出されますね。
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１０月２８日 会場スナップ②
先日の東京スカイツリー・浅草見学に参加していただいた留学生のうち、楊(ヨウ)さん、林(リン)さ
ん、吴(オウ)さんが例会に参加してくれました。移動例会の感想の報告もしてもらいました。

留学生の皆さんのご紹介
写真左から
吴（オウ）さん
林（リン）さん
楊（ヨウ）さん
です。
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報告依頼事項
国際週間の協賛のお礼と説明

国際週間の協賛のお礼を述べる
増田忠則会員

国際週間

国際週間の説明をする
五十嵐ふれあいプラザ館長

国際週間の音楽祭に
出演する石井健三会員

平成２２年１１月２１日（日）→１１月２７日（土）

主催 つくば市ふれあいプラザ 共催 茎崎活性化委員会 後援 つくば学園ＲＣ他
映画祭 １１月２７日（土） 開場１２：３０ 開演１３：００ 入場料１，３００円
上映作品 星砂の島のちいさな天使
音楽祭 １１月２７日（土） 開場１６：３０ 開演１７：００ 入場料２，３００円
メインゲスト 亜律（アユル） 出演者 六斗ばやしのみなさん 筝さらりん
石井健三 小野村芳枝
共通券 ３，５００円（イタリアンスイーツまたは野点茶付き）
チケット販売・お問い合わせ つくば市ふれあいプラザ ☎０２９－８７６－２３１１
つくば市ふれあいプラザＨＰ
http://www.fureai-plaza.jp/

出席率報告
会員数
６６名

出席数
４５名

９月３０日（木）
欠席数
１１名

内無届欠席数
０名

例会
出席免除

メイク・ゲスト

出席率

２名

３名

７５．００％

今日も高野勝委員長が欠席の為、私大野が出席率を報告
させていただきます。
今回の出席率は７５％でしたが、前回の移動例会の出席
率は８０％を超えていました。
移動例会の出席率は高いですね。
各委員長の皆さん、企画運営は大変でしょうが、どんどん移
動例会を企画してください。

報告

大野治夫副委員長
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１０月２８日ニコニコＢＯＸ
石井健三

先日の浅草移動例会では、ありがとうございました。劇団MMCの若い娘たちも、会
がかなり盛り上がって下さり、喜んでおりました。

川崎庄一

10月21日の浅草の移動例会には大勢の会員の皆様に参加いただきまして、大
変有難うございました。 増山さん、石井さん、矢島さんお世話になりました。お蔭
様で楽しい例会となりました。有難うございました。

倉持武久

61歳になりました。 去年は還暦で大騒ぎしましたが、今年の誕生日は家族にも
無視されました。

佐藤裕光

野堀ガバナー補佐、お努めご苦労様でした。 お体を大切に無事満了の際は、
胴上げしましょう！

下村正

25周年記念例会の企画、予算と人事が無事、理事会にて承認をいただきまし
た。いよいよ動き出します。 皆さんの強力を宜しくお願いします。

田上憲一

誕生祝い有難うございます。宜しくお願いします。

野堀喜作

ガバナー公式訪問 分区ゴルフ、IM、色々お世話になります。 宜しくお願いしま
す。

中山正巳

浅草移動例会、大変勉強になり、楽しかったです。 増山さん、石井さん、ご苦労
様です。 野堀G補佐、訪問有難うございます。 23日に結婚30年を迎えました。お
祝い有難うございました。

古本捷治

増田忠則

三回連続欠席、今日は名札がでていませんでした。 そろそろ退会かな？
この度は、ふれあいプラザの企画に当クラブの協賛をいただき有難うございま
す。 11月27日（土）の音楽祭には是非ご家族、お友達をお誘い下さい。 楽しい
音楽の夕べをお過ごし下さい。お待ちしております。

ニコニコBOXを発表する菊地克之委員
本日も、多くの会員の皆様に、ニコニコＢＯＸのご
協力をいただきまして、ありがとうございます。
年間目標に対する進捗率は、２２．５％です。益々
のご協力、よろしくお願いいたします。

報告

菊地克之委員

本日の合計

￥４７，０００－

本年度累計

￥４５０，０００－
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プログラム予告
１１月０３日
１１月０４日
１１月０５日

１１月１１日
１１月１７日
１１月１８日
１１月２５日

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

ホームページもご覧下さい
http://www.46gama.com/

例会場

１１月 ロータリー財団月間

「ロータリーの森創り」
会場『ゆかりの森』 ＡＭ９：３０分集合
休会 ロータリーの森創りへ振替の為
昼「第６分区親睦ゴルフ＆３クラブ合同ゴルフコンペ
会場『筑波カントリークラブ』 ＡＭ８：４３スタート
夜「３クラブ合同夜例会」
会場『ホテルグランド東雲』 ＰＭ７：００より
第２８２０地区第６分区ガバナー公式訪問
会場『ホテルオークラフロンティア本館３Ｆ』 ＡＭ１１：００集合
「百里基地・茨城空港見学」
集合場所『ホテルグランド東雲駐車場』 ＡＭ９：３０出発
休会 百里基地・茨城空港見学へ振替の為
休会 第６分区親睦ゴルフ＆３クラブ合同ゴルフ夜例会へ振替の為

４つのテスト

例会日

TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I.

編集後記
（クラブ会報委員長：鯨井）
●本日の例会の終了時、川崎会長から会報のお褒めの言葉を頂戴いたしま
した。褒められたり、認められたりすると非常にうれしく感じますし、よ
り頑張ろうという気持ちになります。
社員教育も同じ部分があります。自分自身がやる気を感じた一言や態
度、逆にやる気を損ねた言葉や態度は、各人何かしら思い当たる節がある
と思います。やる気をだす場合の多くは、承認されたときや褒められた時
ではないでしょうか？逆にやる気をなくす場合の多くは、否定されたり貶
されたりした時ではないでしょうか？
私が師事している経済アナリストに藤原直哉先生がおります。先生は不
況下で求められるリーダーシップを星飛雄馬のお姉さんになぞらえます。
いつも飛雄馬を柱の陰から見守ってあげて、助けが必要なときには手を差
しのべてくれる。そして飛雄馬の可能性を認めてあげ続ける。
私もつい口を出してしまいますが、仕事を任せるというのは難しいです
ね。ただ口を出したり、指示命令してしまいますと、指示待ち族の社員ば
かり増えて、自ら考えて行動する社員が育ちません。リーダーの必要な能
力は忍耐なのかもしれません。考動できる社員を育成しましょう。

友好クラブ

木曜日 １２：３０～１３：３０
「オークラフロンティアホテルつくば」

京都山城ロータリークラブ

つくば市吾妻１丁目１３６４－１

（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つくば研究支援センターＡ２８
電話 029-858-0100

Email:gakuenrc@46gama.com
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