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It is the 25th year since 1986

２月１７日（木） 例会報告
例会報告
ディスカッション例会
プログラム委員会

井田充夫委員長

会員誕生祝
２５周年記念事業
お客様挨拶
点鐘をする川崎庄一会長

チャリティーコンサートについて
下村正２５周年実行委員長
萩原亢雄パストガバナー
損保ジャパンひまわり生命茨城南支社長
横山 淳様

幹事報告
１．奄美大島豪雨災害義捐金のお礼状の件
最終的に義捐金総額は３３００万円集まりました。
皆様方のご協力ありがとうございました。

幹事報告をする皆葉真治幹事

２．国際ソロプチミスト第１９回チャリティーゴルフの件
会場 ： 千代田カントリークラブ
日時 ： ２３年４月６日（水）
参加費： ５，０００円

米山功労クラブ感謝状ならびに米山功労感謝状授与式
財団法人ロータリー米山記念奨学会からつくば学園ＲＣに対

しまして米山功労クラブの感謝状が届いております。
また米山功労者の感謝状といたしまして３名の方が該当いた
しております。
川崎庄一会長
宮川健治会員
中村義雄会員
川崎庄一会長への感謝状授与 皆様おめでとうございます。
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お客様紹介
しもだて紫水ＲＣ

萩原亢雄パストガバナー

本日はご挨拶をする時間を頂戴いたしましてありがとうござい
ます。本日お邪魔しましたのは、つくば学園ＲＣの会員の皆様か
らご推薦いただきました野堀喜作会員が2012－13年度のガバ
ナーとして2月1日の月誌に発表されました。私は現在当地区の
ガバナーの指名委員長を仰せつかっております。ガバナーを引き
受けると非常に大変だとの認識が一般的になっておりますが、そ
んなことはないということをお話ししたいと思います。野堀喜作
会員にも快くガバナーをお引き受けいただきましたし、その次の
年のガバナー候補者もほぼ内諾をいただいております。
萩原亢雄パストガバナー
ガバナーは大変だというお話が蔓延しておりましておりあます
が、ガバナーの業務はそんなに大変ではありませんし、楽しくす
れば楽しいものでございます。現在の山崎清司ガバナーの選出にも携わりましたし、大木勲ガバナー
エレクトや野堀喜作会員も自ら手を挙げていただけましたし、その次の方もだいたい決まりました。
この地区からガバナーが自発的に輩出できるということは、ロータリーとは楽しいもので、少し閉塞
感を感じる時代にこそ存在価値があるということを皆様にも誤認識いただけると考えております。本
日はそのＰＲもかねまして、つくば学園ＲＣと野堀喜作会員にお礼を申し上げにまいりました。
実は私がガバナーの時に吉岡昭文パストガバナーが指名委員長をしておりまして、その当時二人で
苦労したことが思い出されます。今回も吉岡昭文パストガバナーにはお世話になりました。改めて御
礼申し上げます。
申し遅れましたがつくば学園ＲＣには弊社の路川淳一がお世話になっておりますが、少し欠席が多
いようで私も本日お邪魔しずらかったのですが、来週からは十分出ると申しております。どうぞよろ
しくお願いいたします。本日はありがとうございました。

損保ジャパンひまわり生命茨城南支社長
紹介

横山淳様

岡本武志会員

入会希望者の横山淳様です。会社は損保ジャパンの子会社で生
命保険を扱っているひまわり生命です。私どもとの取引もござい
まして、当クラブの会員の
うちには契約をされている
方も何名かいらっしゃると
思います。どうぞよろしく
お願いいたします。
損保ジャパンひまわり生命
茨城南支社長 横山淳様

横山淳様挨拶

はじめまして。損保ジャ
パンひまわり生命の横山淳と申します。本日鯨井規功会員にご
紹介いただきまして、参加させていただきました。何分こうい
う会に参加させていただきますのは初めてでございますので、
非常に緊張しております。今後ともどうぞよろしくお願いいたし
ます。
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横山淳様をご紹介する
岡本武志会員
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２５周年記念事業 チャリティーコンサートＰＲ
２５周年記念事業

チャリティーコンサートのご案内

下村正２５周年実行委員長
つくば学園ＲＣ２５周年記念事業といたしまして石井健三
会員のご協力をいただいてチャリティーコンサートを開催い
たします。
日時 ： ３月６日（日）
場所 ： つくばノバホール内・小ホール
時間 ： 受付 午後３時３０分 ・ 開演 午後４時
是非ご家族でご参加ください。
なお会場入り口にチャリティーＢＯＸを設置いたします。
皆様方のご厚意は、社会福祉協議会に寄付をさせていただき
ます。
チャリティーコンサートの説明をする
当日はつくば学園ＲＣ合唱団の出番もございますので、
下村正２５周年実行委員長と
多くの会員の皆様のご参加をお待ちいたしております。
石井健三会員
よろしくお願いいたします。

石井健三会員
３月６日は子供から大人まで楽しめるコンサートになっております。特にメインの第２部のオペ
ラッタにつきましては、トスカのオペラの中からアリアを選びまして、本来の台本にあわせて歌を挿
入いたしました。それでオペラに近い演劇という形でオペラッタという新しいジャンルを創作いたし
ました。
このオペラッタは、親しい人・愛おしい人を思う心がテーマになっております。ですので、今回の
チャリティーという趣旨にも非常にあっていると思います。当日は劇団ＭＭＣの方も参加しますし、
オペラ歌手の遠藤優子さんも応援にきてくれます。
つくば学園ＲＣ合唱団は、「見上げてごらん、夜の星を」を合唱いたしますので、是非ご参加くだ
さい。よろしくお願いいたします。

２月会員誕生祝

２月会員誕生日
１２日
１２日
２２日
２５日
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細田
佐藤
浦里
小堀

市郎
裕光
浩司
恒雄

会員
会員
会員
会員
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ディスカッション例会①
例会趣旨説明

井田充夫プログラム委員長

初めての企画といたしまして、ディスカッション例会を提案さ
せていただきました。テーブルには2009年のＧＤＰの各業界の
内訳を記した資料と茨城版新成長戦略（筑波銀行総合企画部飼
料）や世界各国のＧＤＰの推移資料などを配布させていただき
ました。ご参考にしてください。
本日は各業界を代表して６名の方に3分ほどでお話をいただく
よう事前に依頼いたしました。お話しいただく内容は、
1．リーマンショック前を１００％としてここ数年の売上や
利益が変化したか？
2．リーマンショック以降、以前と変わった筝に取り組みま
したか？
3．貴業界の状況の変化や見通しなどを教えてください？
の３点です。よろしくお願いいたします。

小売業

西武百貨店

ディスカッション例会の
趣旨説明をする
井田充夫プログラム委員長

生井俊一会員

まず1番の設問に関しましては、リーマンショックのあった平成20年は売上高が前年比４％の減
でした。翌２１年は１０％と大きく売上がダウンしました。昨年度は３％の落ち込みでしたが、１２
月だけでみますと、ほぼ前年の１００％に回復いたしましたので、百貨店業界もやや復調の兆しが見
えてまいりました。
次に2番目の設問に関しましては、以前に比べましてお客様は節約・倹約志向になられましたの
で、徹底的に価格を下げた商売の中で利益幅が大きく落ち込んでしまったのが百貨店業界の1番の大
きな課題でした。そこで自社ブランドを開発して販売しだしたというのが業界の大きな変化だと感じ
ております。
最後の設問に関しましては、今ファーストビジネスと言われているユニクロさんやシマムラさんが
若干苦労し始め、百貨店の業績が回復傾向にあります。これは物の価値を百貨店が打ち出すことに
よって成長が見込めると考えております。親会社のセブンアンドアイの鈴木会長は「第2成長領域は
百貨店である」ということを明言されております。これから百貨店業界がどのようにお客様に近づい
ていくのか、これによって大きく業界の動向が変わるだろうと考えております。以上です。

税理士

鯨井会計

鯨井規功会員

リーマンショックに関しましては、もともと税理士業界は景気の変動を受けづらい業界でございま
す。特に景気がよくなったから売上があがるということもありませんし、景気が悪くなったからと
いって極端に売上が下がるわけでもございません。ただし、不況が続きますとお客様の営業成績が下
がって顧問料の引き下げ要請もございますし、廃業などによる顧客数の減少もございますので、まっ
たく影響を受けないわけではございません。
リーマンショック以降の取り組みは、内部の業務改善に取り組みました。リーマンショック以降は
売上は上がりずらいですので、少しでもコストを抑えることによって内部利益の留保に努めておりま
す。具体的には役職ごとに仕事を選別して業務分担を徹底し、手続き業務はパート職員や下位職者が
行い付加価値業務を上位職者に担当させるための時間を捻出しました。
業界の見通しにつきましては、私の好きな言葉をご紹介させていただきます。それは松下電器産業
の創業者の松下幸之助翁の言葉です。「好況良し。不況さらに良し。」です。好況の時は売上や利益
が上がりやすいですから環境としては良いですが、業務の見直しや業務改善の取り組みは不況ではな
いとできずらいので不況の方が経営者にとっては良い環境だというものです。以上です。
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ディスカッション例会②
自動車整備業

皆葉自動車

皆葉真治会員

自動車整備業ということで、販売や保険や建設機械や板金塗装などなんでも手がけております。
リーマンショック以降建設機械部門の状況が悪いです。サービス部門は売上高が１０％減ほどです
が、建設機械を販売しているメーカーは大変です。500億、600億の在庫をかかえて青息吐息の状
況です。乗用車の販売につきましては、購入補助金がありましたので昨年度は非常に回復しておりま
したが、補助金の終了以降は厳しい状況に戻りました。販売の中心は軽自動車やハイブリッド車にシ
フトしております。
私たちの業界に今求められているのは、お客様との関係の見直しです。この地区では一家に数台の
車を所有しております。ただし一家全員が同じ販売店からは車を購入していないと思います。新規を
求めるよりも１台でも購入していただいているお客様の家の他の家族の方にいかに購入していただけ
る関係を強めるかなのです。以上です。

病院

いちはらメディカル

本多史郎会員

病院業界では、リーマンショックの影響はあまりございません。私たちの売上は医療保険や介護保
険で成り立っておりますので、リーマンショックの影響は、間接的に税収の減少によって影響を受け
る状況です。来年あたりに保険点数改正がどのように影響を受けるのかに注目しております。消費税
の動向によっても影響がでてくることを予測しております。
昨年の保険点数改正は、病院関係者には良い方向での改正でしたので、業界全体を通して３％ほど
は売上が伸びたと感じております。3番目の業界の変化を考えますと、海外からの患者の受け入れが
挙げられます。例えば中国からのメディカルツアーの受け入れです。メディカルツアーとは、人間
ドックや健康診断を病院で受け入れることです。
業界全体を通して考えますと、医療関係は非常に大きな規制の中にありますのでなかなか自由に経
営できない部分がありますが、抒情に民間へのシフトが多くみられるようになってきました。民間の
参入チャンスとしては、先日特別養護老人ホームが特区の中で株式会社でも運営できるようになりま
した。このようなビジネスチャンスは今後増えてくると思います。以上です。

学校

つくば秀英高等学校

石川英昭会員

教育関係はオープンになっていない部分が多々ございますので、1番と2番の設問はパスいたしま
す。なぜかと申しますと、教育は法律で制定された範囲の中で経営しております。当校は私学ですの
で学校教育法の中の私設学校教育法に基づいて経営しております。
業界の今後の見通しにつきましては、少子高齢化が進行している中、茨城県の高等学校の受験率は
98.6%です。では、茨城県に高等学校受験の対象者は何人いるかを考えてみますと、平成元年の頃
をピークに減少の一途をたどっております。平成元年では5万8千人でした。今年の受験者数は2万8
千人強です。
そのような状況の中で、茨城県の教育委員会も大きく改変をいたしております。現在の茨城県の高
等学校の定員数は3万8千人です。ですので定員割れするのは当たり前という状況なのです。学校自
体の将来についての展望は、望まれる部分の教育に携われるとすれば潰れることはないと思います。
しかし財政は非常に厳しい状況に追い込まれると思います。言い換えれば、特色ある格好作りをしな
いといけないということです。1番いい学校を作るのか、1番下の学校を作るのかも特徴作りです。
ただし1番下を目指しますと、卒業生が大学に進学できませんから受験生からは敬遠されると思いま
す。
そのようなことを考慮いたしますと、偏差値55くらいの学校にすることが1番いいのかなと考え
ております。見通しは決して暗くはないと思います。その秘訣は特色ある学校、望まれる学校がどう
できたかです。以上です。
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ディスカッション例会③
井田充夫プログラム委員長による総括
皆さんありがとうございました。本日の資料の中に、藻谷浩介氏の人口成熟と企業経営というセミ
ナーの資料からいくつか指標を抜粋いしてご紹介しております。
① 総人口、生産年齢人口（15歳～65歳）の減少（1996年ピーク）高齢者の激増。
② 国内総生産1995年から停滞、2008年からの減少、2010年中国に抜かれて3位。
③ 大手企業を中心に生産工場が海外化している。
これらの指標をきちんと押さえた上で今後の企業経営を行っていかなければならないと考えており
ます。少しでも皆様方の経営のお役に立てれば幸いです。本日はありがとうございました。

ここで、本日お話を頂戴した会員の皆様の写真を掲載させていただきます。上段左より生井俊一
会員、鯨井規功会員、皆葉真治会員、下段左より本多史郎会員、石川英昭会員です。今回は残念な
がら建築業界大和ハウス工業の宮武孝之会員が欠席されましたので、以上の5名の会員から貴重な
お話が頂戴できました。最後は会場設営に活躍した岡本武志ＳＡＡ副委員長の雄姿です。

財団法人ロータリー米山記念奨学会寄付金の報告
岡添紘樹米山奨学会委員長
皆様のおかげをもちまして財団法人ロータリー米山記念奨学会
に対する寄付が1人当たり20,000円を超えました。内訳は、クラ
ブ寄付が1人5,000円×66名で330,000円となりまして、個人寄付
が20,000×50名で1,000,000円です。合計1,330,000円になりまし
たので、これを66名で割りますと、1人あたり20,151円となりま
した。以上、ご報告させていただきます。ご協力ありがとうござ
いました。
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２月１７日 会場スナップ①
本日は、萩原亢雄パストガバナーがお客様でお見えになりました。お忙しい中ご参加いただきまして
誠にありがとうございした。それに伴い、本日は久しぶりに路川淳一会員がお見えになりました。路川
会員にも怖いものがあったんですね！
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２月１７日 会場スナップ②
本日は昼食のカレーが足りなくなるほど多くの会員の皆様にご出席いただきました。多くの皆さんと
楽しく食べるといつにもまして食事がおいしいですね。
今日の写真は大堀健二会員にお願いいたしました。職業柄現場での写真撮影はお手の物ですので、皆
様の楽しく食事をされている雰囲気や報告やお話を頂いた会員の皆様の熱意が伝わってくるいいお写真
が多く集まりました。
ただし私の不注意で大堀健二会員のお写真を撮り忘れました。今後注意いたします。

出席率報告

会員数
６６名

出席数
５０名

２月１７日（木）

欠席数
１６名

内無届欠席数
０名
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例会

出席免除

メイク・ゲスト

出席率

２名

３名

８２．８１％
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２月１７日ニコニコＢＯＸ
萩原亢雄

いつも大変お世話になっております。今日はよろしくお願いいたしま
す。

磯山正蔵

今年初出席。これからは毎回出席したいと思います。忘れられない様に
しないと。

井田充夫

初めてのディスカッション例会は如何だったでしょうか？準備不足で満
足いただけなかったかもしれませんが、厳しい時代をロータリアンの発
想・アイディアで乗り越えていきたいものです。今後ともよろしくお願い
します。

浦里浩司

あと5日で40才ともおさらばです。50才っていったら半世紀ですから
ねぇ～。楽しい50代になるよう頑張ります。

川崎庄一

萩原パストガバナー、本日はお忙しいところ、ガバナー選出のご挨拶に
おいでくださいまして、大変ありがとうございました。

鈴木敏雄

去る2月6日のＩＭに、山崎ガバナー、永井パストガバナーをお迎えされ
て、野堀ガバナー補佐、上野実行委員長を中心につくば学園ロータリーク
ラブがホストクラブとして、会長並びに会員の皆様、ご苦労様でした。当
ホテル東雲を会場にご利用いただき、ありがとうございました。

中山正巳

先週末に、CASBEE建築評価員の合格通知書が届きました。何歳になっ
てもうれしいものです。最近は「あれ？俺何をしているんだっけ？」なの
に、よく合格できたものです。何かあるたびに新しい資格ができる建築士
は辛いものです。

野堀喜作

萩原パストガバナー、本日はお忙しいところ、お出かけ頂きありがとう
ございました。

野堀喜作

ＩＭに際しましては、会員の皆さんのご協力を頂き、今回のテーマ「楽
しくなければロータリーじゃない」が実現でき、本当にありがとうござい
ました。

増山栄

萩原パストガバナー、ありがとうございます。ご指導宜しくお願いいた
します。

路川淳一

萩原パストガバナー、本日はありがとうございました。本日より心を入
れ替えてロータリー活動に邁進してまいります。ご指導の程よろしくお願
い申し上げます。
本日の合計

￥５８，０００－

本年度累計

￥９３３，０００－
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プログラム予告

３月 識字率向上月間

２月２４日

職業奉仕報告卓話

３月

会長挨拶
ローターアクト活動報告
奥様誕生・結婚祝
２月ニコニコ大賞

３日

３月１０日

職業奉仕報告卓話

３月１７日

新入会員卓話
会員誕生祝

３月２４日

招待卓話

「小関迪会員」

「吉岡昭文会員」

野村證券「馬目圭造会員」

つくば市市長「市原健一様」
編集後記

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

ホームページもご覧下さい
http://www.46gama.com/

例会日
例会場

（クラブ会報委員長：鯨井）

●消費者金融大手の武富士（会社更生手続き中）の故武井保雄元会長
夫妻から海外法人の株を生前贈与された長男の武井俊樹専務が、贈
与税など1330億円の課税処分取り消しを求めた裁判で最高裁判決が
でました。結論は課税処分取り消しで、国は還付加算金などを含め
て2000億円を返還することとなりました。
この裁判の争点は、贈与が行われた当時（99年）の相続税法は、
海外居住者が国外財産の贈与を受けた場合は非課税と規定してお
り、元専務は97年から00年の3分の2を香港で過ごしていましたが、
国側は課税逃れの海外滞在で実質的な生活拠点は国内であると主張
しました。
これに対し判決では、滞在日数という客観的な要素で判断すべき
であり、税回避目的で滞在日数を増やしていたとしても、当時の法
律では課税は違法との見解を示しました。
現在では、前述の生活の拠点が論点になりますから、このまま当
てはまりませんが、相続税の課税強化をあまり進めると富裕層の
方々の海外居住に歯止めがかからなくなりますね。

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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