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2010-11 Vol.31 

2011/02/24 

 ２月２４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 
 

  職業業奉仕卓話       小関 迪会員 
 

 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 
 

 本日のお客さま紹介      

     つくばシティーＲＣ 小関 暎子様 

               立川 記子様 

               石塚 安代様 
点鐘をする川崎庄一会長 

２５周年記念事業「チャリティーコンサート」のご案内 
 ３月６日（日）ノバホールにおきましてチャリティーコン

サートを開催いたします。午後４時開演ですので、メンバー

の皆さんは３時ころお集まりください。 

 実はチャリティーコンサートにつくばサンライズＲＣから

３名の方が来ていただけることになりました。また追加でコ

ンサートのチケットのご依頼もいただいております。もしチ

ケットが余っているメンバーの方がいらっしゃいましたら、

お声をかけてください。 

 是非とも多くのメンバーやそのご家族のご参加をお待ちい

たしております。 

  

 右の写真は、例会終了後に

合唱の練習をするつくば学園

RC合唱団の方々の練習風景で

す。 

「チャリティーコンサート」

を是非お楽しみにしてくださ

い。 

下村正２５周年実行委員長 
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 職業奉仕卓話① 
  

2010-11 Vol. 31 TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

職業奉仕卓話           小関迪会員 
  

 私は、祖父、父に続く３代目の医者であり、当然のことながら

心から患者さんと向き合い患者さんの気持ちを大切にし、医療を

行うための知識・技術を上達することが私の医療であると考えて

いました。 
 

 １９７６年、東京医科歯科大学の第２内科の医局長の私は筑波

大学附属病院の循環器内科の立ち上げを命ぜられ、筑波に住むこ

とになりまして。この地域で筑波大学附属病院が展開する超一流

の医学をバックボーンにし、患者さんの気持ちを満足させる医療

を提供していこうと思っていました。しかし、当時はまだ患者さ

んを理解するサービス精神が多少足りなかったように思います。 

それに加えて、筑波大学は研究と教育のための運営をしており、アメリカの大学病院のように大学

病院の周辺に緊急病院を２、３作る計画で、大学病院自身では救急患者受け入れをしていませんでし

た。しかし、その計画実行は困難で救急病院がないまま数年が過ぎた頃、病院の目の前での交通事故

で腰を砕いた重症の大学病院の師長さえも受け入れられず、他の離れた病院に搬送、入院したことが

当時問題になったものです。その時、筑波大学に変わって救急医療を行える病院を建てよう！大学で

できぬなら、私がやろう！と強く思ったのです。 

それで急変する患者の多い心臓内科の私は筑波大学から２キロ離れた現在の地に、１９８２年２月

循環器疾患と脳疾患を中心にした救急病院、筑波記念病院を設立しました。これを契機に筑波をはじ

めとして茨城県の救急体制が非常に改善され、茨城県とつくば市両方から感謝状を受けました。 
 

病院開設にあたっては、当然のことながら患者さんの気持ちを中心とした病院開業を考えていまし

た。ところが、そんな私に鋭い意見を頂ける機会に恵まれました。 

つくば市は、これまでの日本の都市にはない街にしようとつくば市に集まってきた大企業のトップ

たちを集め、つくば交流会という意見交換の場を設けたのです。私もその一員に加わり、鼻高々、つ

くば市につくる日本でもちょっとない救急病院を設立すると自信を持って吹聴したわけです。その当

時の私の感覚は３代目の医者であり、昔から地元の人々に慕われる開業医の感覚であったように思い

ます。その時、日本の大企業のつくば支店長などから、私の考え方がとても古い開業医の感覚と何度

も指摘され、相当な反発を感じたのですが、何度もそれらの企業の代表に陳腐であると散々言われ、

しまいには私の考えは非常に古いものであると自覚せざるおえませんでした。そして、医療は商売で

あることを忘れてはいけないと忌憚のない意見をいわれたこと

が、その後の筑波記念病院の成長に非常に役立ちました。このつ

くば交流会での出会い・交流が、私の医療への認識を革新的に転

換する場となり、医療を商う観点から正しく考えるようになった

のです。 
 

医は仁業と言われる中で、商売という言葉は正反対に位置する

ようにとられがちだが、商うということは、字源からして交換を

営むことを意味するとされています。すなわち、商いという現象

は、おのれのものを他に与え、同時に他者の物をおのれに受け

て、自他ともに満足するところの取引行為を表している。そこで

鑑みるに、我々医療従事者は、患者様との取引行為を行っている 

職業奉仕卓話をする小関迪会員 

小関迪会員が用いたのスライド 
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   職業奉仕卓話② 
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職業奉仕卓話（続き） 
 

と自認すべき。但し、その取引行為は自他ともに満足することが

肝要である。毎年、私は当院の新入職員に対し、「最大限の医療

技術と礼儀をもって最大限の診療を行うなら、その対価として報

酬を貰ってしかるべきであり、患者様がお金を支払って当然と

思って頂けるサービスを提供することに、誇りを持って頑張って

ほしい」と訓示しています。 
  

 筑波記念病院を郷里である福島や東京で開院していたら、現在

のようなスタイルの病院にはならなかったのではないかと感じて

います。開院当時、１５６床

であった筑波記念病院は、現在４７４床まで成長し、健康増進施

設トータルヘルスプラザ、重度認知症患者デイケア施設、介護老

人保健施設つくばケアセンター、外来専門クリニック筑波総合ク

リニックなど付属施設も充実するに至り、予防治療、リハビリ

テーション、介護とすべてが関連施設内で完結する理想的な医療

環境を完成させています。昨年夏には、ヘリコプターによる救急

搬送にも対応すべくヘリポートも完備しました。 
 

 今後は、増加する高齢者向けに老人ホーム建設などを視野にい

れ、引き続き、みなさんに満足していただける医療の提供を続け

てまいりたいと思います。 

 

 お客様紹介・米山功労感謝状授与 

職業奉仕卓話をする小関迪会員 

小関迪会員が用いたスライド 

 米山功労感謝状を授与される中村義雄会員

です。前回ご欠席でしたので、今回川崎庄

一会長より授与されました。 

 おめでとうございました。 

 本日のお客様のつくばシティーＲＣ小関

暎子様・立川記子様・石塚安代様です。 

 本日はご参加いただきましてありがとう

ございます。 
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    ２月２４日 会場スナップ①   

2010-11 Vol. 31 TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

 本日の例会は、小関迪会員の職業奉仕卓話ですので、つくばシティーＲＣの小関暎子様、立川記子様

石塚安代様が応援にかけつけてくれました。 

 女性の方が参加されると会場に華があっていいものですね。 
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    ２月２４日 会場スナップ②   

2010-11 Vol. 31 TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

 菊地克之会員が３月１８日でご栄転だそうです。６月には東武証券に取締役として就任されるそうで

す。是非お身体にはご自愛いただき、春日部ＲＣでの活躍を祈念いたしております。 

転勤の挨拶をする菊地克之会員 
 つくば学園ＲＣには、２年間お世話になりました。３月１８日に本

社に転勤になりました。その後は６月に系列の東武証券という会社の

取締役に就任することが決まっております。 

 ロータリー活動は、以前の館山支店長時代に館山ＲＣでお世話にな

りました。心残りは、野球同好会で一生懸命練習しましたが、惜しく

も大会で敗れてしまったことです。また、２５周年もお手伝いいたし

たかったですが。残念です。  

 本当に楽しかったです。ありがとうございました。 
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 ２月２４日ニコニコＢＯＸ              
  

2010-11 Vol. 31 TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

本日の合計 ￥２２，０００－ 

本年度累計 ￥９５５，０００－ 

小関暎子会員          

石塚安代会員        

立川記子会員 

  

 つくばシティRC女性3人、小関先生の応援に参りました。普段聞くことの出来

ないお話をありがとうございました。また、お食事のテーブルの皆様との会話も

楽しませて頂き、ありがとうございました。 

大野治夫   

 9時50分に浅草ウインズに行って来ましたが、お休みでした。営業日は、土・

日・月・火10時～16時までです。気をつけて行ってください。 ちなみに有馬記念

の当たり馬券です。 

佐藤裕光   
 先日は、大変お世話になりました。「斉藤祐ちゃんの言った、仲間です！」実感

しました。ありがとうございました。 

ＳＡＡが中山正巳ＳＡＡ委員長と２人になってしまいます。今ま

でニコニコＢＯＸの発表は菊地克之会員でしたが、今後は出番が

増えそうです。菊地克之会員、新天地でも頑張ってください。 

 出席率報告   ２月２４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  ０名 ７９．６８％ 

出席免除 

２名 

メイク・ゲスト 

３名 

201011年度のこれまでの出席状況です。 

今年度は出席率72％以上を目指しておりますが、今

まで例会回数32回のうち72％を下回ったのが5回ご

ざいました。 

また、無届欠席の累計は44人です。但し1月と2月

は、無届欠席はいらっしゃいませんでした。 

これからもよろしくお願いいたします。 
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 ＲＩ会長メッセージ ３月号 
  

2010-11 Vol. 31 TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

 

親愛なる同僚ロータリアンの皆さん、私がロータリークラブに初めて入会した1961年当

時、ロータリーのリーダーたちが「ロータリーは簡潔であるべきだ」と言っているのをよく耳

にしました。事実、このフレーズは1956－57年度の国際ロータリー（ＲＩ）テーマの一部に

なっています。しかしながら、その後の50年間にロータリーが会員数やプログラムの数で

急成長を遂げる過程で「簡潔であること」というのはだんだん難しくなってきました。 

 

長期計画は簡潔なアプローチ 

 見直された2010－13年度ＲＩ長期計画（Strategic Plan）は、今後のロータリーが強さや

活気を維持していくための簡潔なアプローチです。この計画の3つの優先項目として、明

確に短い言葉で、（1）クラブのサポートと強化、（2）人道的奉仕の重点化と増加、 （3） 公共イメージと認知度の向上

を私たちに呼びかけています。 

 これこそまさにStrategic 、「戦略」です。というのは、3つの優先項目にはそれぞれ目標の達成度を測ることができ

るリストがあり、さらには全ての目標に対する進捗状況の評価表が付いているからです。私たちは新たな優先項目

に合わせて、ＲＩの予算を再調整し、全てのＲＩの活動の中でその優先項目のバランスをとろうと試みています。2011

年に開催されるニューオーリンズ国際大会の分科会でも、3つの優先項目のバランスが図られることになっていま

す。簡潔に述べられた優先項目をもつこの新しい計画は、事務所のほこりさえ見逃さないでしょう。 

 

3つの優先項目は相互依存の関係 

 3つの優先項目の相互依存関係に注目してください。ロータリーは力強いクラブなしには、模範となるような奉仕プ

ロジェクトを提供できず、一方、クラブは意義ある奉仕プロジェクトがなければ、会員増強や優れた会員を維持でき

ないということを長年にわたって認識してきました。 

 現在の社会で、より力強いクラブを築き上げるのと同様に、地域社会、協力団体、そしてときには政府の支援をも

必要とするような大掛かりな奉仕プロジェクトを実行する上で、3番目の優先項目（公共イメージと認知度の向上）

が、ロータリーにとって必要であることを示しています。 

 

ロータリーの力量はクラブにかかっている 

 ロータリーは、現在ポリオ・プラスで全世界的な段階に至っています。しかし、私たちはいまだに草の根的な組織で

あり、その力量は各クラブが健全であるかどうかにかかっています。 

 長期計画の3つの優先項目は、ロータリーの成功は強いクラブの簡潔な体系、意義ある奉仕プロジェクト、それに

好意的な公共イメージの向上に基づいていることを私たちに示唆しています。ポール・ハリスをはじめとするロータ

リーの先人たちに感謝します。卓越した結果を、そしてより良い世界を生みだすのは、簡潔な体系なのです。  

 

RAY  KLINGINSMITH 

PRESIDENT，ROTARY，INTERNATIONAL 



編集後記              （クラブ会報委員長：鯨井） 

●今月２５日と２６日に京都大の入試試験の設問の一部が試験時間

中にインターネットの掲示板に投稿されました。この投稿者は、８

日に同志社大、１１日に立教大、１２日に早稲田大でも同じハンド

ルネームでインターネットに入試問題の一部を投稿して解答を求め

ておりました。京都大の試験時間は数学が２５日の午後１時半から

３時半で、英語が２６日の午前９時半から１１時半でした。その時

間内に、数学は設問６問すべてが、英語は設問２問が「次の分を英

訳してください」「解答だけでなく途中の計算もお願いします」な

どの文言とともに投稿されていました。 

 実際の投稿時間は、数学が２５日の午後１時３７分から同２時１

１分までで、英語が２６日午前９時３７分から同４５分までの間に

行われておりました。 

 技術の進歩に伴い便利な世の中になりましたが、予想できないよ

うな事件がおこります。悪用や悪い影響を及ぼすであろうことを予

測し事前対策も必要ですし、悪用などがされた場合の事後対策も必

要ですね。ちなみにすべての投稿に正解の解答がよせられ、早いも

のでは６分後に解答が書き込まれたそうです。 

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   ３月 識字率向上月間 

2010-11 Vol. 31 TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

   

  ３月 ３日 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月１０日 職業奉仕報告卓話 「吉岡昭文会員」 
 

  ３月１７日 新入会員卓話 野村證券「馬目圭造会員」 

        会員誕生祝 
 

  ３月２４日 招待卓話 つくば市市長「市原健一様」 


