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 １２月１６日（木） 例会報告  

会 報 

つくば学園ロータリークラブ    

  

 

  

 It is the 25th year since 1986 TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

例会報告 
 

職業奉仕卓話 古本機工(株)代表取締役 古本捷治会員 

幹事報告 

臨時クラブ総会   

11月・12月会員誕生祝     

報告依頼事項       

左は、点鐘をする川崎庄一会長です。 

右は、幹事報告をする皆葉真治幹事です。 

幹事報告 
 

１．新国連薬物乱用根絶宣言支援事業（ダメ。絶対。） 

  国連支援募金に8,677円振込いたしました。 

２．ライラ修了証授与 塚原英夫会員 

３．臨時総会の開催を承認しました。 

４．臨時総会の議案を承認しました。 
 

臨時クラブ総会 
 2012-13年度のガバナーをつくば学園ＲＣから排出するよ

う国際ロータリー第2820地区より要請がありました。12月

13日月曜日、歴代会長・幹事会を開催いたしまして検討いた

しました結果、全員一致でガバナーをお引き受けすることに

いたしました。ガバナーノミニーといたしまして、野堀喜作

会員を推薦させていただくこととなりました。臨時理事会に

おいても承認をいただいております。 

 この件につきまして川崎庄一会長より議案が上程されまし

て、全会一致で承認されました。野堀喜作会員よろしくお願

いいたします。 

ガバナーノミニーの承認をいただ

いた野堀喜作会員 
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 職業奉仕卓話① 
  

2010-11 Vol. 22 TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

職業奉仕卓話  

     古本機工(株)代表取締役 古本捷治会員 
 

 今は多少太りましたが、つくば学園ＲＣ発足時には非常にすっ

きりしておりました。その当時、「今晩サンルートで飲み会があ

るからこないか？」と誘われました。 

 参加してみると、他の参加者は全員正装でした。私は開襟シャ

ツに作業ズボンのいでたちで参加いたしましたので、非常に場違

いな雰囲気を感じました。また、友人には参加費無料と聞いてお

りましたが、会費として10,000円を徴収されました。 

 名前を呼ばれて壇上に上がりますと、「以上28名の方がつくば

学園ＲＣのチャーターメンバーです。」と紹介されました。わけ

のわからないままＲＣに入会したのを覚えております。 

その会合でパストガバナーの堀越会員に声をかけられ、ＲＣは休んではいけないと教えられまし

た。おかげさまで24年間100％出席を続けております。 

職業は、自分がなに屋なのかを理解できていない状態です。とりあえずジョイフル本田で売ってい

るものはすべて取り扱っております。このあたりの研究機関で、どこが取り扱っているか不明なもの

はすべて古本機工に発注すれば大丈夫という印象を持っていただけております。 

なぜ、わけのわからないものの発注が捌けるかというと、わからないものは考えればわかるという

ことです。私は物理化学出身者です。理系は教えられたことから物を考えるのではなく、自分から物

を考えないとなにもできない学問なのです。 

昔高エネルギー研究所ができるとき、放射線ブロックの設置の相談をいただきました。放射線とは

なんでも貫いてしまいますが、重量の大きいものは貫きません。一番安上がりで重量のある鋳物でブ

ロックを積み上げる提案をし、受注いたしました。 

また、日本で垂直にロケットを発射したのはＮ１ロケットですが、そのロケットの消耗品の発注を

受けました。すべて英語の発痛簿でした。他のメーカーが高額な見積もりを上げておりましたが、急

遽英会話教室に通い、英語を勉強し、アメリカにわたり部品の発注を行いました。他のメーカーより

も安価に受注いたしましたがかなりの儲けをださせていただきました。 

筑波大学ができる前は、つくばに研究所といえば無機材研と高エネ研しかありませんでしたので、

他に業者が参入しておらず、ほぼ独占状態でしたが、筑波大学ができてからは、他の業者が参入して

競争が激しくなりました。 

茨城には機械工具所組合は76社ほどありまして、先日まで会長をさせていただいておりました。組

織改革をして、役員の若返りを図りました。役員が若返ると組織に活気がでるのを実感いたしまし

た。 

仕事以外のことも多々お手伝いしております。堀越雄二元会員が行っている飛行船のツェッペリン

ＮＴ号もお手伝いしてますし、宇宙開発事業団（ＪＡＸＡ）にもポカリスエットをトラック1台分納

品しております。なぜ私どもがポカリスエットを納品しているかというと、宇宙遊泳の訓練で１日中

潜水の訓練をするそうですが、1時間も訓練をすると非常に喉がかわきますので、飲み物が必要にな

るそうです。一括発注ですので潜水服の納品と同時にポカリスエットも納品させていただいておりま

す。また、高エネ研のトンネルを作るときに、真空チューブを３㎞回してありますが、留め具として

ステンレスのボルトを発注いただきました。通常のステンレスのボルトは誘電率（電気の抵抗値）が

かかりますが、誘電率のかからないボルトの発注をいただきました。そのようなものを作成している

会社はありませんが、友人に調べてもらった所、あるメーカーに専門家の方がおりまして、お尋ねし 

職業奉仕卓話をする 

古本捷治会員 
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   職業奉仕卓話② 
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職業奉仕卓話（続き） 
たところ、制作が可能ということが判明し、納品することができ

ました。 

 最後に、大学の物理の授業で最初に教わりました有効数字３桁

のお話をいたします。物理の世界は何桁の数字を取り扱っても、

頭の3桁の数字だけで充分だというものです。例えば15,365と

いう数字があれば、物理の世界は153だけ把握すれば良いという

ことになります。これが建築屋や設計屋や飛行機の設計などの場

合にはすべての数字が必要になります。先ほどの例でいけば153

だけでなく15,365すべての数字が大切となるのです。アバウト

な計算になりますが、正確な計算と誤差は5％くらいでおさまる

と思います。 

                以上で卓話を終わります。ありがとうございました。  

 

 11月・12月会員誕生祝 

11月会員誕生日 
 

   ５日 大里 喜彦 会員 
 

   ６日 増山 栄  会員 
 

  １９日 高柳 春介 会員 
 

  ２７日 宮澤 泰輔 会員 
 

  ３０日 矢島 定雄 会員 

職業奉仕卓話をする 

古本捷治会員 

12月会員誕生日 
 

１５日 鈴木 敏雄 会員 
 

２１日 齊藤 修一 会員 
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    １２月１６日 会場スナップ①   
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 本日は、古本捷治会員に職業奉仕卓話をいただきました。あるものをあるがまま捉えるのではなく、

あきらめない心とあくなき創意工夫の精神は大いに参考になりました。ありがとうございました。古本

会員は卓話に備えて、いつになく緊張の面持ちで食事をとられておりました。 
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    １２月１６日 会場スナップ②   
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 最後に2枚食事のスナップ以外の写真を掲載させていただきました。まず左側は先日野堀喜作ガバ

ナー補佐・飯田正行ガバナー補佐幹事としていただいた記念品を懇親会の責でメンバーに振る舞ってし

まいましたので、あらためて贈呈させていただいた写真です。また、右側の写真は、今月入会された馬

目圭造会員に入会の書類一式を川崎庄一会長よりお渡ししている写真です。 

 移動例会のご案内 

 「Merry Christmas 2010」のご依頼事項 

                 菅原俊親睦活動委員長 
  

 クリスマス例会において使用いたします協賛

の商品を受け付けております。当日でもＯＫで

す。 

 現在6,000万円相当の景品があつまっており

ます（笑い）。 

 12月23日、皆様の参加をお待ちいたしてお 

          りますので、よろしくお願いいたします。 
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 １２月 ＲＩ会長メッセージ 
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親愛なる同僚ロータリアンの皆さん、 

 

 カントリーミュージックの「Cowboy logic」を私のテーマソングに採用したのには、2

つの理由があります。その一つは、それが世界中のロータリークラブの例会の温か

く積極的な雰囲気を表しているような幸せな音楽であること。もう一つは、歌詞が表

現している常識とシンプルな方法によります。 

 

ロータリーはシンプルであるべき 

 50年前、私は「ロータリーはシンプルであるべきだ」という話をよく聞きました。この

忠告は、歳月の流れとともに聞かれなくなりましたが、私はロータリアンの皆さん

に、ロータリーの奉仕の基本的な概念はシンプルであるという点を思い出していただきたいと思います。 

 地域社会のリーダーであるクラブ会員の皆さんは、友情や親睦、ネットワークを生み出す例会を通じて、お

互いを理解し、尊敬することを学びます。地域社会のニーズがはっきりしたとき、クラブの会員はそれに応え

るためのすばらしい能力をもっていることに気づきます。なぜならば、会員たちは地域社会の一員として、地

域の牽引役となる事業や職業上のリーダーであると同時に、それを遂げる術を知っているからです。 

 

シンプルな方法をそれぞれの奉仕に 

 同じようにシンプルな方法は、クラブ奉仕、職業奉仕、新世代奉仕のプロジェクトにもあてはまります。ロータ

リークラブは、地域社会のニーズを評価し、優先順位を付ける能力をもっています。各クラブが、会員たちへ

の情報提供と、やる気を維持させたとしたら、ニーズに応えるだけの専門性と資源も備えています。クラブ内

のコミュニケーションはシンプルかつ継続的でなければなりません。 

 ロータリーのシンプルさが最も顕著なのが、恐らく国際奉仕でしょう。ロータリアンたちは自分のクラブの会

員たちが信頼に値する人々であることを知り、彼らが出会う外国のロータリアンたちも同様に信頼に値する

人々であることを知り、その結果、遠く離れていても、ロータリーの友人をつくり、その関係を保つことはたや

すいのです。このようにして生まれる国際奉仕プロジェクトのクラブ間の協力体制は実に驚くべきものです。 

 

世界をより住みやすい場所に 

 この「Cowboy logic」という歌は、カウボーイたちはどんなこともシンプルな解決方法があると歌っています。

ロータリアンたちもそうしましょう！ それこそがロータリーの精神と呼ばれるものであり、その象徴が、親睦と

奉仕です。 

 皆で力を合わせ、私たちのクラブをより大きく、より良く、より豊かにすることで、私たちは世界をより住みや

すい場所にすることができるのです。ぜひそうしましょう！ それが「Cowboy logic」なのです。 
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 １２月１６日ニコニコＢＯＸ              
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 出席率報告   １２月１６日（木）  例会 

会員数 出席数 欠席数 内無届欠席数 出席率 

６６名  ４８名  １８名  １名 ７６．５６％ 

出席免除 

２名 

メイク・ゲスト 

０名 

本日の合計 ￥４３，０００－ 

本年度累計 ￥７３８，０００－ 

飯田正行    野掘ガバナーの御活躍をお祈りいたします。 

岡本武志   
 野掘喜作さんガバナーノミニーおめでとうございます。 大変名誉あることで

あり、お忙しくなることと思いますが、頑張りましょう。 

岡添紘樹   
 野掘喜作さん、ガバナーノミニーおめでとうございます。 貴男の出番の天の

時が来ました。ご活躍を祈ります。 

下村 正    ガバナー輩出の件、この先を思うと身震いをします。 

塚田陽威    この度はおめでとうございます。 野掘会長、宜しくお願いします。 

東郷治久   
 今日が今年の最終例会ということで、川崎年度がつつがなく半分終ったこと

に、喜ばしく思います。残り半分も頑張ってください。 

中山正巳   
 父の告別式に参列をいただきありがとうございました。                   

息子が本日1級建築士に合格いたしました。 

古本捷治    ギャラはないのですか？ 

矢島定雄   
 とうとう、死んだおばあちゃんと同じ年になってしまった。まずい！  誕生祝

いありがとうございます。 



編集後記                （クラブ会報委員長：鯨井） 

●菅直人首相と民主党の岡田克也幹事長は、小沢一郎元代表の政治倫理審査

会の出席要請や国会での証人喚問問題について協議した結果、いつも通りの

（？）先送りです。民主党内では意見の収拾がつかず、自民党や公明党は小

沢氏が政治倫理審査会の欠席を表明しているため、証人喚問出席を要請して

いく方針を固めております。 

 党員をまとめられない菅直人首相のリーダーシップもいかがなものかと思

いますし、一兵卒として働くと約束しながら、党の方針に従わず党内の分裂

の危機を招いている小沢氏の対応もいかがなものかと思います。第３者的な

視点では、「政治と金」についての疑惑がある以上、やましいことがないの

であれば、きちんと国民に対して説明義務を果たすのが政治家の使命だと思

います。 

 結論としては、来年こそ政治主導でリーダーシップを発揮されて混迷を続

ける日本経済を立て直す原動力になっていただきたいのですが、あまり期待

のできない年越しになりそうで残念です。 

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          FAX  029-858-0101 
Email:gakuenrc@46gama.com 

 ホームページもご覧下さい 

 http://www.46gama.com/ 

    

   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 
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４つのテスト４つのテスト 

１．真実かどうか１．真実かどうか            

２．みんなに公平か２．みんなに公平か        

３．好意と友情を深めるか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４．みんなのためになるかどうか  

 友好クラブ 

    京都山城ロータリークラブ 

   （第2650地区） 

 

 プログラム予告   １月 ロータリー理解推進月間 

2010-11 Vol. 22 TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

  

  １月０６日 会長年頭挨拶 

        奥様誕生・結婚祝 

        ニコニコ大賞（１２月） 

 

  １月１３日 新年会 

        会場：筑波山江戸屋 

        時間：ＰＭ７：００開宴 

 

  １月２０日 「ロータリー財団月間に因んで」 ロータリー財団浦里浩司委員長 

        会員誕生祝 

 

  １月２７日 「第５回 中学生と語る会」 

        会場：豊里中学校 

        時間：ＡＭ１１：５０分集合 
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