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2010-11 Vol.44 

2011/06/09 

 ６月９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. 

幹事報告 
１．６．２６ヤング街角キャンペーン  

  内容は薬物乱用防止キャンペーンのご案内 

２．つくば学園RAC  

  ６月１０日 桜川市大和中央公民館にて真壁 

  RACとの合同例会のご案内 

  ６月２１日 活動報告と卒会式例会 

３．６月２３日 ホテルグランド東雲にて移動例会 

         PM６：３０から 事業報告 

       PM７：００から 懇親会 

     PM９：００から 二次会 

６月第２例会報告 
 

 幹事報告         皆葉真治幹事 
  

 職業奉仕報告卓話     岡添紘樹会員 
 

 下村正年度事業ＰＲ    下村正次年度会長 
 

 ゴルフ同好会のご案内   東郷治久会員 
点鐘する川崎庄一会長 

 職業奉仕報告卓話① 

幹事報告をする 

皆葉真治幹事 

職業奉仕報告卓話                      岡添紘樹会員 
 この10年間、世の中の閉塞感を打開することを国中で悩んでいます。そのような折に東日本大震災

が起こりました。地震・津波・原発事故が発生しました。 

 井田充夫プログラム委員長からいただいた卓話の依頼書にまず起業のきっかけは？とありました。

私の場合、いろいろありましたので、生い立ちからお話ししたいと思います。私は高知県宿毛市大島

で生まれました。四万十川よりも西に位置しまして、松田川という綺麗な川が流れております。島の 



Page 2 

 職業奉仕報告卓話②   

2010-11 Vol. 44 TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

職業奉仕報告卓話（続き）     岡添紘樹会員 
西側には九州の宮崎・大分で、そこに沈んでいく夕日が絶景で観

光の名所になっております。母方は７人兄弟で上２人の姉が幼く

して他界たため、長女として育ちました。当時としてはめずらし

く中村女学校を卒業しております。女学校では干し芋（ひがしや

ま）やちりめんじゃこなどを持参してみんなに振る舞ったり、同

級生が遊びに来た時にはいつも食べ物を振る舞っていたようで

す。祖母は菊地家の１０人兄弟の２番目でしたが、本家に子供が

いなかったため、祖母と弟が養子に入りました。本家は九州肥後

の菊地神社の末裔で過去帳にも大島に移転した旨が記載されてお

ります。本家には板垣退助が政治資金を貰いに来ていたことを聞

いておりました。祖父は鳴門の出身です。祖母の結婚して菊地本家に入りました。その当時宿毛湾で

初めて定置網による漁を始めました。鰹節の加工や切り身の加工などをして相当財産を残しました。 

 祖父は本当に堅物で生真面目な性格でした。定置網漁と同時に、米、味噌、醤油、たばこなどの販

売も手がけました。業者への支払もきれいで、太っ腹でした。親戚一同に網を持たせて漁をさせたり

していました。従妹が引き継いで漁業を営んでおりましたが、息子２人を医者にして廃業いたしてお

ります。父は１２人兄弟の２番目で、幼少のころから頭がよかったです。兄弟が１２人でしたのでな

かなかおかずが不足し、イワシ１匹を２人や３人で分けて食べていたとの話が残っております。 

 父は親戚の関係で韓国に渡り、無線通信学校を卒業しました。無線通信学校をトップの成績で卒業

し、帰国して神戸や横浜や函館などで無線通信で生計を立てておりました。戦後は兄が営んでおりま

した水産加工を手伝っていました。それから銀行に勤めましたが、銀行が倒産して漁業組合に就職し

組合長まで勤めました。それから養殖業界に入りました。 

 私は小学校に入学する以前から家業の手伝いをするのが当たり前になっておりました。獲ってきた

魚を洗ったり、釜茹でしたり、水切りして筵の上で干したりして、箱詰めしておりました。小学校高

学年には働いているようなものでした。父が漁業組合で働いている当時でしたが、給与が少なかった

ので牡蠣の要職を始めました。父はほとんど手伝ってくれませんでしたので、母と私で頑張って仕事

をしました。小学校４年生の時には自分で船を操って牡蠣を水揚げしておりました。中学校に入ると

はまちの養殖を始めました。初めてのことでしたのですべてが手さぐりでした。その当時祖父から高

校に進学せずに漁業を営むことを勧められました。ただし父の弟や母の弟が大学に進学していたこと

もあり、また学校の成績もよかったので、最終的には横浜市立大学を卒業しました。大学生の時にも

休みのたびに帰省して仕事の手伝いをしておりました。その当時は卒業したら田舎に帰って仕事を頑

張って借金を返済して、研究棟を建てて研究に没頭するつもりでした。 

 卒業して田舎に帰り湾の陰で筏を組んで魚の養殖をしましたが、酸素不足などでうまくいかず、外

海に出て沈下式の網で漁をしました。２４歳当時でしたのでクレーンを使ったりダイビングで網を直

したりしておりました。稚魚の漁は宮崎や紀州和歌山沖などに行きました。昭和３８年に長崎漁連の

許可を得て五島列島方面で漁をしましたが、本家が６人で漁をするよりも私達（弟を含めて３人）の

方が工夫を凝らして漁獲高が多かったのを覚えております。（本家が１万５千匹ほどに対して私たち

は３５万から４０万匹獲れました。）ただし餌も与えなければいけませんし、当時ＰＣＢ問題もあり

売り物にならずに倒産し茨城にでてまいりました。 

 最後に業界のお話をしますと、建機のレンタル業界は６千５百億円の市場です。一番大きいのはア

クティオで、西尾レントオール、日建リースと続きます。１店舗当たりの売上は１億５千万から２億

円ほどです。建機リース業界の運営にはいろいろな要素がからみます。建機の購入資金の金融対策や

保険などです。稼働率の向上も課題です。また駐車場の問題や洗車の問題もあります。さらに運送や

販売も課題です。これからもよろしくお願いいたします。 

卓話をする岡添紘樹会員 
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 下村正年度 「被災者にうなぎを届けよう」プロジェクトＰＲ   

2010-11 Vol. 44 TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

 川崎年度の例会で次年度のＰＲをするのは非常に恐縮いたしますが、今水面下でうなぎプロジェク

トが動いています。７月２１日（木曜日）夜例会といたしまして親睦委員会にうなぎ例会を開催いた

します。そのうなぎ例会と併せまして、倉持武久国際奉仕委員長から被災者支援としてうなぎを被災

地に届けようという企画を進行しております。また近くなりましたら改めましてご案内いたします

が、早朝冷凍にしたうなぎを５００食分福島県郡山市のパレットタウンという避難所に届ける企画で

す。先方の給食係りの方にご飯を用意していただけることになっております。是非多くの会員の皆様

にご参加いただきたいと思います。 

 もう一つロータリーのＰＲといたしまして、ＰＲ用の帽子をご用意して全員でかぶってさりげなく

ＰＲすることを考えております。デザインはセンス抜群の上野修会員にお願いいたしております。う

なぎプロジェクト、是非お楽しみにしてください。 
 

   土用丑の日（７／２１） 

「被災者にうなぎを届けよう！」プロジェクト 
<趣旨>  

 東日本大震災で被災した方々の多くが、まだ避難所生活を強いられています。特に原発の影響で避

難している人々は、将来への展望も描けず、辛い思いをしている様子です。その人たちに少しでも元

気をつけていただけたらと、土用の丑の日に「うなぎの蒲焼」を届ける計画を立てました。 

 ロータリーの場合、間接的な支援が多いのですが、今回は「相手の顔が見える」支援を考えまし

た。また、一般的な物資は従属する中で、ちょっと贅沢な支援も喜ばれるのでは、と思います。 

<実行計画> 
 ・対象施設 郡山市ビックパレット福島 ９３７人（郡山地区全域 １，２７１人）６月２日現在 

   現在は多数の避難者がいますが、原発の不安や仮設住宅への移転が多くなり、避難所の人数は 

   減少しています。ビックパレットを優先対象施設としますが、減少が著しい場合は「郡山地区 

   全域」を対象とする必要があります。 

 ・援助内容 真空パックうなぎ５００人分（たれ・山椒付）+粉末澄まし汁+奈良漬詰合せ２０箱 

   対象地域のロータリークラブ及びボランティア団体と連絡を取り、「ご飯」を用意してもらう 

   必要があります。また、つくば市の中学校に依頼して、応援手紙が添えられればベターと考え 

   ます。 

<役割分担> 
 このプロジェクトはクラブ挙げての事業と位置付けます。 

  渉外担当 会長・ロータリー情報委員会 現地ロータリー及びボランティア団体との相談・調整 

  調達担当 幹事・社会奉仕委員会    うなぎ他の価格交渉と調達・配送準備 

  輸送担当 親睦活動委員会       会員の移動及び昼食手配 

  手紙担当 新世代奉仕委員会      中学校への手紙の依頼と回収及び輸送 

  広報担当 クラブ会報・広報委員会   マスコミ及びロータリー関係の広報 

  総務担当 国際奉仕委員会       実施計画作成及び手順の調整、その他雑用 

   ※各委員会からの予算協力も期待しています。 

<当日の予定> 

  9:45山水亭集合 10:00出発→途中昼食→13:30郡山着 

  14:30郡山発→16:00北茨城沿岸視察→18:30山水亭着（うなぎ例会） 

<懸念要因> 
  原発事故の安全性が確保されるか？ 避難地域が拡大したらどうするか？ 大きな余震は？ 

  避難民がほとんど移動、または仮設住宅へ転居した場合、どう対応するか？ 

  うなぎの業者が、賞味期限内に大量生産が可能か？ 食品の安全性は確保できるか？ 

   ※状況の変化に応じて、柔軟に対応する必要があります。ご協力を宜しくお願いいたします。 
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    ６月９日 会場スナップ①   

2010-11 Vol. 44 TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

 本日SAAからの依頼もありましたが、ニコニコＢＯＸの年間目標額が未達だそうです。未達の会

員は是非とも達成するようご協力をお願いいたします。 
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    ６月９日 会場スナップ②   

2010-11 Vol. 44 TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

 参加依頼会合のご紹介 

６月ワイン会のお知らせ 
ワイン同好会 会長 石川英昭 

幹事 上野 修 

 テーマ 

 ～フランス西部を北から南への旅 ～ 

      日時：６月３０日（木曜日） 

      場所：ブラッセリー デゥ・ブラ（ダイワロイネットホテル１F） 

      時間：PM ７：００～ 

      会費：１万円 

つくば学園RAC６月第二例会のご案内 
つくば学園RAC会長 金 雅烔 

      日時  ：  ６月２１日（火曜日） 

             １９：３０集合 ２１：００終了 

      場所  ：  ホテルグランド東雲 

      内容  ：  社会奉仕委員会「最終例会（活動報告、卒会式）」 

      登録料 ： 1,000円 

      登録締切： ６月１７日（金曜日） 

 金雅烔会長が卒会いたします。金さんが会長として、そしてアクターとして最後のプレゼ

ンテーションを行います。是非ご出席ください。（つくば学園RAC 竹来伸子会員談） 

 つくば学園ＲＣに入会以来はじめて無届出席をいたしました。人間ドックが思ったより早く戻れたた

めです。大好きなカレーでしたが、食事をいただいてきたので食べられませんでした。残念です！ 
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 ＲＩ会長メッセージ   

2010-11 Vol. 44 TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

 

 

 

親愛なる同僚ロータリアンの皆さん、 
  
 
 
 
 戦場を覆う爆薬の煙があまりにも濃いので、その煙が収まるまでどちらが

勝ったのかを見極めるのが難しいという時代がありました。ロータリーにおい

て、この一年間の成果を評価するのもこれとよく似ています。というのは、私

たちはその年度が終わるまで、最終的にどうなったかを知る術がないからで

す。しかしながら、煙が収まる前に再検討可能な業績もあります。 
革新という新しい文化の創造 
 主な成果は、革新という新しい文化の創造をしてきたことです。それは、ロータリアンたちと国際ロー

タリー（ＲＩ）の職員の双方が、すべてのレベルにおける私たちの方針や手続きを再検討し、それらが本

当に最善の方法なのか、それとも単なる慣習にすぎないのかを判断するのを促進しました。より現代的な

事業手法に向けてさまざまなことが変わり、私はそれらの進展に勇気付けられました。 
 革新の機運が、クラブのサポートと強化、人道的奉仕の重点化と増加、公共イメージと認知度の向上に

向けて私たちが必要としている単純で能率的なＲＩの長期計画を生み出しました。前の2つの重点目標は、

私たちの中核となる価値観を再確認し、3つ目の重点目標は、一般の人々のより高い認知度と世界中の地域

社会への支援の必要性を評価するものです。この計画は目標の達成度を測ることができ、ロータリーの未

来における成長と発展のための優れた指針となり得るものです。 
来年度がより良い年度になるために 
 その他の改善点には、クラブをより大きく、より豊かに、より大胆になるよう手助けするガバナーを手

助けする、ロータリー・コーディネーターという役職を設けたことが挙げられます。新しいＲＩ会長賞プ

ログラムは、すべてのクラブが、自分たち自身でそれぞれ地区内の他クラブと比較テストしてみる採点表

となっており、その結果は、今年度と次年度のガバナー双方にとって非常に役立つことでしょう。ＲＩに

とっても同様です。 
 私たちは新世代プログラム、特にローターアクトとロータリー青少年交換に関して、一層の注意を払う

とともに、Reach Out to Africaをより強調することにも焦点を当てました。さらに、次年度のガバナー

の教育に対する新しいアプローチと、パストガバナーへより重要な役割を与えることを具体化しました。 
 全体的に見ると、私たちは有意義な改善をいくつか成し遂げました。しかし、最も重要な疑問は、来年

度がより良い年度になるための道を開くことができたかどうかということです。ロータリーの最高の日々

が、この先にあることを確実にするために、私たちは正しいことをしたのでしょうか。私たちはそれを知

ることができません。煙が収まるまでは…。 
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 ６月９日ニコニコＢＯＸ    

2010-11 Vol. 44 TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

 出席率報告   ６月９日（木）  例会 

会員数 出席数 欠席数 内無届欠席数 出席率 

６３名  ４８名  １３名  １名 ７８．６９％ 

出席免除 

２名 

メイク・ゲスト 

０名 

本日の合計 ￥４１，０００－ 

本年度累計 ￥１，６０６，０００－ 

井田充夫 
 岡添さん、本年度職業奉仕卓話のトリを務めていただき、有難うご

ざいました。 

大野治夫  何も特にはありません。今日は６９ですね！ 

岡添紘樹 

 今日は、私の卓話を聞いていただきありがとうございました。若い

時から波乱万丈の流れの中にいて奮闘してきて、今ようやく退屈の虫

が鳴り始めています。 

鯨井規功 

 １週遅れで家内の誕生祝をいただきました。有難うございました。

昨日が誕生日でしたが・・・。ロータリーに入会して以来初めて自発

的におめでとうの言葉をかけることができました。これも会報を作成

しているおかげです。ありがとうございます。 

塚越俊祐  ＳＡＡ補、遅刻の罰金です。 

塚田陽威 
 久しぶりのロータリーです。川崎年度最終月ですね。大変ご苦労様

です。 

増山 栄 

 妻の誕生祝有難うございます。同級生ですが、約半年程、姉様で、

６月の結婚祝いと近く、５月、６月は出費が続きます。でも、この努

力が近い将来いきて来ると信じています。 

宮武孝之  頑張れ、東北！ 

矢島定雄 

 今日の国会議員に言いたい。個人の好き嫌いで時間を無駄にせず、

今、何をしなければならないか、子供たちでも考え付くはずです。呆

れてしまいますね！ 



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              （ＳＡＡ副委員長：岡本） 

●皆様、お久しぶりです。前会報委員長岡本です。川崎年度会報委

員長の鯨井が恐怖の過密スケジュールのため、代打で後記をまかさ

れました。川崎年度も残すところ例会３回となりました。１年間早

いものですね。昨年の今頃は、自分は会報作成から離れることに対

し、ホッとしながら、淋しさも感じていました。今年の鯨井委員長

は会報作成・発行にあたり、なんと一度も合併号を出さないで、期

限を守って発行していました。大変素晴らしいことだと思います。

残りわずかですが最後まで気を抜かず頑張って欲しいです。 

●振り返ってみれば、今年度は未曽有の災害があり、予期せぬメン

バーの退会などがあり、激動の年だったのではないでしょうか。節

目の行事が、縮小または取り止めになってしまったこともありまし

た。新年度はそんな負の流れを断ち切りたいものです。メンバー一

体となって、明るく楽しい流れを取り戻しましょう。 

  

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  

2010-11 Vol. 44 TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

 

    

     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 於 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 


