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 ５月２６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 
 

 幹事報告 

 

 職業奉仕報告卓話 柴原浩会員 

 

 5月会員誕生祝 

 

 5月奥様誕生祝・結婚祝 

 

 4月ニコニコ大賞 
点鐘する川崎庄一会長 

幹事報告 
 

報告事項１ 国際親善奨学生の件 
 

 前回の理事会におきまして国際親善奨学生が承認

になりました。産業技術総合研究所の笛田和朗さん

です。昨日川崎庄一会長と皆葉真治幹事で面接をい

たしました。つくば学園ＲＣから第2820地区に推薦

をいたしまして、推薦が通りましたあかつきには倉

持武久次年度国際奉仕委員長にカウンセラーをお願

いする予定でございます。 
 

                  

                                          報告事項２ 筑波大学からのお礼の件 
 

                                           筑波大学からつくば学園ＲＣ創立25周年記念事業 

                                             でお渡しした義援金に対するお礼のお手紙が届いて 

                                             おります。                  

幹事報告する小城豊副幹事 
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 職業奉仕報告卓話   

2010-11 Vol. 42 TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

職業奉仕報告卓話       柴原 浩会員 
 久しぶりにこの壇上に立たせていただきました。本日は私

の職業を通じた卓話をさせていただきます。 

 まずは私の経歴をご説明いたします。私は1933年生まれで

今年78歳になります。私の職業には定年はありませんので、

元気であれば何歳でも仕事を続けることができます。ただし

常に勉強をしなければ仕事を続けることはできません。私が

小学校6年生の時遠足で筑波山を登山いたしました。小学校で

は軍隊式の教育をうけましたので、筑波山に一生懸命努力い

たしますので見守ってくださいと話した記憶が今でも残って

おります。それから旧制土浦中学校（現在の土浦一校）に進

学いたしました。高校を卒業するころに先生から「君は体格

が良いから警察官になったらどうか？」と誘われましたが、家族からそんな危険な職業は止めなさい

と反対され、医者を目指しました。 

 その当時は復員した軍人さんが子供を作りましたので、産婦人科はいつも妊婦さんで賑わっており

ました。多少迷いましたが、茨城県の県人会で先輩や後輩に勧められて産婦人科を選びました。入っ

てみますと産婦人科、特に産科は忙しかったです。24時間暇なし、朝昼晩なし、盆暮れなし、旅行な

どにも行けません。 

 私の医院は小貝川のヘリの田舎ですから、何でも治療しました。その当時は救急病院がありません

でしたから、なにかあると出向いて治療をいたしました。車をお持ちの方は少なかったので、私が出

向くしかありませんでした。 

 また産科は治療に対するリスクも大きいです。全力をかたむけて治療したとしても結果が悪い時に

は訴訟する方がいます。つまり産科は苦労ばかり多くてリスクが大きい、しかも休みなく働かなけれ

ばならないということで、なり手が少なくなっております。また、産科を選ばない理由には少子化の

傾向もあげられると思います。これは女性の社会進出によるところが大きいです。つまり子供を作ら

ない女性が増えてきたのです。 

 現在のお話をしますと、子宮がん検診と乳がん検診の集団検診を実施しております。子宮がん検診

は子宮の入り口の細胞を採取して検査いたしますので、1人あたりの検診時間は20~30秒ほどしかかか

りません。乳がん検診は触診ですので時間がかかります。これには1人あたり5分ほどかかります。こ

のように私たちは社会奉仕活動を行っております。 

 これからの世の中の動きを考えますと少子高齢化の問題が避けられません。これはドクターの数が

減少することも意味します。実はドクターの数は多いのですが、実際に診療しないドクターの数が増

えています。例えば企業の嘱託医になったり検診センターのドクターになったりしております。よう

は臨床をやっているドクターの数が少ないのです。なぜ臨床をしないドクターが増えたかと言います

と、医療技術が高度化したり細分化したり専門化しております。そのため若いドクターはそのような

施設のある医療機関で勤務したくなるのです。昔は大学病院の医局長と教授の采配で勤務先がきまっ

ておりました。そのような勤務先では臨床はできても研究はできません。ところが厚生労働省が研修

医制度を導入いたしました。それによると自分の希望する病院に勤めることが可能となりました。そ

のため教育内容や設備の良いところにどんどん勤務してしまい過疎化が進む地方にはいきたがりませ

ん。大学病院でも勤務医の減少がすすみましたので、地方に勤務していた卒業生のドクターを戻す傾

向にありました。これも地方の臨床医の減少に拍車をかけました。 

 医療従事者は公平・公正といったように正しくなければなりません。また人を嫌わず、すべて友情

を持って接しなければなりません。つまり医者としての品位が求められます。副業をしている医者も

いますが、私は医業一筋で誠実に仕事をすべきだと考えております。ありがとうございました。  

職業奉仕報告卓話をする柴原浩会員 
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 マルチプル・ポール・ハリス・フェローピンの授与   
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 ロータリー事務局より倉持武久会員と石川英昭会員にマルチ

プル・ポール・ハリス・フェローのピンが届いております。お

めでとうございます。 

 今月は移動例会続きでしたので、会員誕生祝と奥様誕生祝と結婚祝をまとめてとり行わせていただ

きました。お誕生日を迎えられた会員の皆様、奥様、そして結婚記念日おめでとうございます。 

なお、本日は事務局の手違いで記念品が会場内に届い

ておりませんでした。次回の例会でお渡しさせていた

だきます。 

 お写真も記念品をお渡しするときにお撮りさせていた

だきますので、今回はお名前だけの掲載にかえさせて

いただきます。誠に申し訳ございませんでした。 

左の写真は、マルチプル・ポール・ハリス・フェローのピン

を川崎庄一会長から授与される倉持武久会員と石川英昭会員

です。 

 ５月会員誕生祝・奥様誕生祝・結婚祝 

 

会員誕生日 
 

１５日 井田 充夫会員 

１７日 青山 大史会員 

１８日 小須田宏二会員 

２２日 沼尻 真一会員 

 

奥様誕生日 
 

１０日 中村 洋子 様 

２３日 皆葉 直美 様 

１８日 小須田すみ江様 

 

結婚記念日 
 

 ３日 布川 博 会員・玲子 様 

１６日 塚田 陽威会員・千恵子様 

１７日 飯田 正行会員・満里子様 

２６日 増山 栄 会員・美紀子様 

 ４月ニコニコ大賞 
４月ニコニコ大賞 受賞作品紹介 
飯田正行会員 
 欠席して月遅れの誕生祝となりましたが、ありがとうございま

した。55歳、ゴーゴーの年で震災に負けずがんばります。がんば

ろう！日本 

宮川健治会員 

 1995年当ＲＣが世話しをした台湾出身の邱さんの近況報

告をいたします。彼女が今台湾にある世界有数の海運会社エ

バーグリンで係長として世界を飛び回っております。今回の

日本の震災についてつくば学園ＲＣのメンバーの皆様にお見    

舞い申し上げると共に、日本赤十字社に100万円を寄付した

ことをご報告いたします。 

ニコニコ大賞を受賞した 

飯田正行会員 
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    ５月２６日 会場スナップ①   
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 本日は柴原浩会員の職業奉仕報告卓話でした。普段お聞きできないお話を沢山頂戴できました。さす

がに歴代の会長ですね。楽しい話題も織り込んでいただき、時間があっという間に過ぎました。 
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    ５月２６日 会場スナップ①   
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 ふと気を許していると、いつの間にか菅原会員が会場に顔をだされておりました。時々は会場内を見

まわさないとダメですね。出席されていたのに写真を撮り忘れていた場合は平にご容赦ください。 

 出席率報告   ５月１９日（木）  例会 

会員数 出席数 欠席数 内無届欠席数 出席率 

６３名  ４５名  １８名  ２名 ７３．７７％ 

出席免除 

２名 

メイク・ゲスト 

０名 

 ５月１９日ニコニコＢＯＸ 

本日の合計 ￥７，０００－ 

本年度累計 ￥１，５５０，０００－ 

飯田正行 
結婚記念日のお祝いありがとうございました。バームクーヘンの年

輪より多い３０年になりました。よくぞ３０年！・・・・・ 

岡本武志 
最近「Twitter(ツイッター)」を始めましたが、情報の氾濫です。原

発問題の正しい情報が知りたいと思う今日この頃です。 



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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編集後記              （クラブ会報委員長：鯨井） 

●今月29日の報道で、将軍になる前の徳川慶喜が1864年京都で朝廷

や幕府などが出席した会談の様子を記述した史料が高知県の歴史家

の調査で見つかりました。 

 攘夷論をめぐり天皇側近の朝彦親王が前日の会談での発言を撤回

していることを知った26歳の慶喜が「茶碗ニテ五杯ホド（酒を）引

カケ直ニ早馬ニテ」親王邸に刀を持って乗り込んだと記述されてお

ります。あいさつ抜きで「御一命ヲ頂戴仕私モ身ノ覚悟」と脅しな

がら、あやふやな政治姿勢を追及する様子が記されております。 

 これは幕末の動乱期、将軍の補佐役であり、外交や国の在り方を

めぐり朝廷や有力諸藩などとの折衝に奔走していた徳川慶喜の性格

を端的に表した史料であり、慶喜の理想肌で一本気な政治家として

の一面が垣間見れます。 

 今の政治家と単純に比較してため息をついているのは私だけで

しょうか？解散総選挙より団結しての復興支援を期待します。  

  

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  6月 ロータリー親睦活動月間  
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   6月02日    会長挨拶 

                        米山奨学生卓話 筑波大学「申文浩様」 

          奥様誕生祝・結婚祝・5月ニコニコ大賞 
 

       6月09日    職業奉仕報告卓話 「岡添紘樹会員」 
 

   6月16日    理事・各委員会委員長事業報告発表 

会員誕生祝 
 

   6月23日  移動例会 会場：ホテルグランド東雲 時間：18:30～21:00 

                        各委員会委員長事業報告発表及び懇親会 
 

   6月30日    会長・幹事退任挨拶 

          クラブ総会 

                     6月ニコニコ大賞 


