2011-12下村

会

報

Vol. 15

2011/10/20

つくば学園ロータリークラブ
It is the 26th year since 1986
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会長挨拶・職業奉仕委員長挨拶・幹事報告

点鐘する 下村

平岡様本日は誠にありがとうございました。
また鯨井委員長本当にご苦労様でした。
(株)フジキン様の粘り強い養殖研究の成果を、こ
うして私共が享受できるということは、素晴らし
いことだと思います。バルブの専門会社が、新し
正い独創的な事業に挑戦なさるお話を聞けることと
会長
平岡さまの卓話を楽しみにしております。

つくば学園ＲＣ下村会長の点鐘

この企画をご提案したのは、まだつくばでのチョウザメ養殖が広く皆様に知ら
れていないというタイミングでしたので、今日は本当に良い機会を得られたと
思います。チョウザメの2品も後で食して頂き、チョウザメの素晴らしさを味
わって頂きたいと思います。また平岡様にはこの後、卓話でお話し頂きます。
鯨井規功職業奉仕委員長挨拶

来週26日（水）の大木ガバナー公式訪問では、12時10分に集合、15分には着席し
て下さい。クラブ協議会では、各委員長は2～3分でしっかり自分のことばでまと
めて発表をお願いします。
また、タイの洪水災害義援金として、会員一人500円を徴収して62名分を国際奉仕
委員会災害支援金より拠出していきます。
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(株)フジキンの筑波研究工場見学
第1回職場訪問(株)フジキン
「チョウザメ養殖見学」
職業奉仕委員長の鯨井規功委員長
の企画で素晴らしい不思議な職場
訪問に、皆さん感動感嘆していま
した。3億年の生命力を持つチョ
ザメの養殖には、自然の恵みと仕
組みをうまく取り入れた匠の技が
詰まっていました。案内して下さった平岡
様始めフジキンの皆様ありがとうございま
した。

卓話：(株)フジキン 水産養殖産業主事 平岡潔様
チョウザメ養殖は息の長い事業です
1987年から始まった社長のアイデア事業「チョウザメ養殖」は
1992年までに人工ふ化に成功、1998年までに完全養殖に成功、
2002年までにキャビヤ初出荷、現在
更に全メス生産実験中です。キャビヤ
を取るためには、8年以上の飼育した
メスを割腹し卵巣全体摘出しなければ
ならず、生命を奪わざるを得ないので
熱くチョウザメの養殖について語る
平岡 潔氏
す。油の乗った白身の肉はあっさりと
美味しく、すべて使い切ります。しか
し、8年かかるメスの飼育には、より大きな施設と人材が必要にな
ります。採算ベースになるよう努力研究しています。
平岡 潔様に記念品を手渡す下村会長
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10月20日 移動夜例会スナップ

今日の献立：チョウザメコース

先ほど見学してきた
チョウザメが、東雲の料
理長によって、美味しい
コース料理に変身して賞
味しました。
乾杯の挨拶を、直前前
会長の東郷会員によりご
発声されて、チョウザメ
の夜会が賑やかに開催さ
れました。

10月19日に行われた第６分区親善ゴルフコンペ報告を、佐藤
裕光会員が突然指名されて報告しました。
総合7位を獲得した佐藤会員の喜びのコメントでした。
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緊急案内 有田和穂東邦医大教授 ＮＨＫ出演！
本日発送いたしました１1月のプログラムにて、11月17日（木）に招待卓話をお願いしております、東邦
医大 生理学教授の有田和穂氏が、NHK番組 『あさイチ（AM８：１５より放送）』に、10月25日(火)
専門家ゲストとして出演されます。

プログラム委員長

上野

修

「国際戦略総合特区」
つくば学園ＲＣ名誉会員山田信博筑波大学長記者会見報告
研究学園都市のつくば市で 生活支援ロボットの開発などを進め、つくば市を国際的な科学技
術の拠点にしていこうと、つくば市と筑波大学それに茨城県は9月29日、国に「国際戦略総合特
区」の申請を行ないました。これはつくば市の市原健一市長と筑波大学の当つくば学園ロータ
リークラブ名誉会員山田信博学長が記者会見を開いて明らかにしました。
「国際戦略総合特区」は地方自治体の国際的な競争力の向上を目指して、国がさまざまな分
野で規制緩和を認める制度で先月法律が施行されました。
会見でも市原市長は「独創的な新産業を創出して、つくば発の技術革新を世界に普及させて
いきたい」と述べ、国に特区の申請をしたと発表しました。
特区の構想として
１）生活支援ロボットの実用化に向けて安全評価の基準や国際標準の確立を目指すことや研究
機関や企業が連携して最先端のテクノロジーの研究や開発を行う国際的な拠点を作る
２）使われていない農地を利用して藻を使ったバイオマス燃料の研究を進めて大量生産技術の
確立を目指す
などしていき、研究機関の設備や農地転用などの規制緩和を国に求めています。つくば市など
ではこうした科学技術を生かした国際競争の向上を図って年度末までに特区を目指すことにし
ています。

寄稿文

チャリティーコンサート義援金の寄付報告
つくば市社会福祉協議会へ義援金20万円寄付
10月19日つくば市
社会福祉協議会の三
上政夫事務局長に、
義援金20万円を石
井健三会員とコン
サート実行委員が手
渡しました。
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第６分区親善ゴルフコンペ報告
好成績に盛り上がりました！
１０月１９日（水）笠間市の宍戸ヒルズカントリークラブ
においてＲＩ２８２０地区 第６分区親善ゴルフコンペが
開催されました。

左から：ホストクラブ土浦ＲＣ会長円城寺
氏・ガバナーエレクト野堀氏・土浦中央ＲＣ
会長飯島氏・つくば学園ＲＣ会長下村氏の順
です。
受け付けは土浦ロータリーの皆さんです。

暑くもなく、寒くもないといった絶好のゴルフ日和の中、総勢７０名、当クラブからも１４名の会員が参
加し盛況な大会となりました。前半戦は難しいグリーンに悩まされカップの周りを行ったり来たりと
皆さん大分苦労されたようですが、和気藹々楽しくゴルフができました。
結果はベスト１０に東郷会員（４
位）、増 山 会 員（５ 位）、佐 藤 会
員（７位）の３名が入賞し、井田
会員がベスグロ賞を見事獲得
いたしました。

中野
下村
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2011～12年国際親善奨学生 近況報告②
卯城

大

様からの寄稿文

つくば学園ロータリークラブの皆様つくば学園ロータリークラ
ブの皆様、冬に向けてだんだんと寒くなっていると思われますが
いかかお過ごしでしょうか。８月に近況を報告させて頂いた際に
は２０度程度だったエディンバラの気温も先月末頃から１桁まで
下がり、こちらではコートの手放せない日々がすでに始まってい
ます。
やや報告が遅くなってしまいましたが、９月３０日から１０月
２日までスタッフォード(イングランド、バーミンガムの少し北)で
LINK Weekendというロータリーイベントに参加してきました。
これはイギリス中のロータリー奨学生が１箇所に集まり、お互い
に知り合おうというソーシャルイベントです。参加が強制されているわけではなかったのですが、全部
で７０～８０名ほどの奨学生が集まり、日本から来ている奨学生の方々ともお話しをする機会がありま
した。様々な国から来て様々なプログラムで学習している学生がロータリーという共通の枠組みの中で
こうして集まれることは非常に素敵なことではないでしょうか。他の奨学金プログラムにはない、国際
親善奨学生ならではのメリットだと思います。なお、イベント中は地元のロータリアンの方の家にホー
ムステイをしており、第１２１０地区Rotary Club of Cannockとバナーの交換をいたしました。
同じイギリスでもイングランドとスコットランドではやはり色々と違いを実感します。スコットラン
ドを離れて始めて実感することもあり、例えば自分が英語教育についてエディンバラで研究をしている
と言ったところ、年配のロータリアンの方から「どうやったらスコットランド人から英語なんて学べる
んだい」と(もちろんジョークとしてですが)笑いながら言われました。こちらではイギリス内の各地
域、さらには各都市が強いアイデンティティを持っ
ており、こうしたお話をよく聞きます。日本でもこ
のような地域のアイデンティティ性といったものが
感じられるでしょうか。考えてみるとおもしろい点
だと思います。
１０月２１日からは第１０２０地区が招待されて
いる会議があります。またこちらも近いうちに皆様
に報告できればと思います。

２０１１～１２年度 国際親善奨学生
派遣先地区：第１０２０地区 卯城 大 (うしろ だい)

出席率報告
本日のお客様
・(株)フジキン

平岡

10月20日（木）
潔

移動夜例会

様

会員数

出席数

欠席数

６２名

４４名

名

内無届
欠席数
名
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TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I.

１０月 ・ １１月

１０月２６日(水）

移動例会新館アネックス 11：40～ガバナーとの協議（役員）
12：30～2クラブ合同公式訪問例会（全員）昴の間 12：15着席完了
13：30～記念写真撮影（全員）４Ｆ写真室
14：10～クラブ協議会（役員・理事・委員長・3年内会員）
16：40～懇親会（全員）昴の間
１０月２７日(木） 休会（10月26日振り替えにより）
１１月３日(木・祝）「ロータリーの森創り」ゆかりの森 9：30集合～13：30
１１月１０日(木） 例会 「米山月間に因んで」 米山奨学生卓話 申 文浩 様 12：30～
奥様誕生・結婚祝 １０月ニコニコ大賞
１１月１７日(木） 移動例会 ホテルグランド東雲 １２：３０～１３：３０
招待卓話：東邦医大生理学教授 有田秀穂 様
「なぜ、うつを引き起こすのか？その治療法とは・・」
会員誕生祝
１１月２４日(木） 移動例会 ホテルベストランド「わだ家」１９：００～２１：００
親睦夜例会（野堀ガバナー・エレクトを励ます会）
１１月２７日(日） つくばマラソン・ＲＣエイドステーション奉仕活動 いちはら病院駐車場

編集後記

クラブ会報・広報委員長：石井健三

3億年の昔から生きてきたチョウザメ。シーラカンスと同じ時代から
めんめんとつないできた生命力には感動してしまいます。 人間よ
りも長生きで150年は生きるそうです。昔中国の皇帝が好んで食べ
たのには納得します。キャビヤが高価な食材だと良く判りました。

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

野堀喜作ガバナーエレクト事務所ホテルグランド東雲本館407号
連絡先： TEL
029-886-3582
FAX
029-886-3583
E-mail 12-13@ri2820.jp

友好クラブ
京都山城ロータリークラブ（第2650地区）

つくば学園ロータリークラブ

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

〒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

Email

029-858-0100

FAX 029-858-0101

: gakuenrc@46gama.com
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ホームページもご覧下さい
http://www.46gama.com/

