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つくば学園ロータリークラブ
TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I.

It is the 28th year since 1986

2月27日（木）例会報告
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来訪のご挨拶：モンゴル「カツジ・チルドセンター」ガンパートル様
昨年亡くなられた古本捷治元会員が、生前に何度か訪れたモンゴ
ルに「学校でも建ててあげたいな」との遺志を引き継ぎ、ご子息の
古本朝彦会員が現地に児童館を建設されました。つくば学園ロータ
リークラブからはカラクリ時計を寄贈しました。
今回そのお礼のために、児童館の管理をされているガンパートル
様が来日され、例会で児童館の現状と、会員の皆様から頂いたご芳
志に対し感謝の言葉を述べられました。

新入会員卓話：山﨑幸登会員
アイエス・テクノロジー・ジャパン（株）
山﨑幸登会員
ご紹介にあずかりました山﨑幸登です。52歳になります。
家内と息子４人の６人家族です。つくばに住んで20年がたち
ます。つくば学園ロータリークラブに入会して半年が過ぎました。
仕事はバイオ関連装置の開発です。最近よく耳にするIPS
細胞や、STAP細胞などをロボットで培養する装置を開発し、
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販売しています。再生医療の中で、我々がロボット化したのは、心臓の細胞を作る装置です。拍動
する心筋細胞をシート状にした物を自動生産できます。心筋梗塞が起こると、心筋の一部が壊死
します。その患部に心筋細胞で作ったシートを貼ることで、心筋梗塞の治療ができます。「絆創
膏」のような物です。これが製品化されると心筋梗塞で悩んでいる方に、非常にメリットがあります。
当社の別な柱として、半導体や液晶ディスプレイを作る装置も扱っています。４月に国家プロ
ジェクトのジャパンディスプレイへ、生産装置を納品させていただく予定です。
しかし、半導体と液晶は終わってしまったビジネスであり、今後は再生医療や医薬品の開発な
どが、日本に残っていくビジネスだと思います。
もう一つ、全く別のビジネスとして、LED照明の開発も始めています。2020年までに、水銀や六
価クロムの使用を世界的に排除する水俣条約が、2013年11月に国連で調印されました。大企業
ではランプ・電球そのものが使えなくなります。今後はLEDを使わなければならなくなり、ビジネ
スになるのではないかと思います。
このような３本柱ですが、一番有力なのは再生医療だと思います。日本の将来を背負って立
つのではないかと考えています。
個人的な事ですが、２月22日にロータリークラブから、家内の誕生日と結婚記念日のお祝い
に、花とケーキをいただきました。この場でお礼を申し上げます。
皆様にアイエス・テクノロジーを覚えておいていただき、皆様からのご支援、ご協力をいただ
ければ幸いです。本日は有り難うございました。

新入会員卓話：木沢藤房会員
桂不動産（株）

木沢藤房会員

昨年の12月にロータリークラブに入会させていただきま
した、木沢藤房と申します。
私は旧筑波町の寺具というところで生まれました。家は典
型的な農家で、田畑や、蚕の養殖、炭焼きなどをしていました。
私が不動産業界へ入ったきっかけは、地域開発に携わる
機会があり、土地を借りて開発を行うために、宅地建物取引
業の勉強をしたのが始まりでした。 昭和6４年に桂不動産に
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入社しました。入社日に昭和天皇が崩御され、年号が改められ「平成」となりました。平成元年初
日が私の入社初日となりました。平成と共に不動産業界を堅実に歩んで、26年目となりました。
桂不動産も地域に根ざした、堅実な会社です。
平成２年につくば市竹園に支店を構えてから、年間に1500件ぐらいの取引を行ってきました。
バブル景気も経験しました。地価の変動がありました。平成２年から、たった１年で地下が半値に
なってしまいました。今でも地価は下げ続いている印象です。
しかし、つくば市は県外からの注目度が高く、竹園地域の地価は安定しています。つくばのマ
ンションの建設も、竹園一丁目に300世帯のマンション、常陽銀行さんの南側にも同規模のマン
ション建設が予定されていて、研究学園にも100世帯規模のマンションが建設される予定です。
つくばに関しては住宅の供給が多くなっています。ここ１年の間にもハウスメーカーや建て売
り住宅のビルダーが、研究学園やその周りのかなりの土地を買われていて、今も多くの区画が
販売されています。消費税増税前の駆け込み需要があり、春先に土地を購入する方もかなり増
えています。
増税の影響で４月以降、不動産の流通が苦戦するのではないかと思います。来年にはさらな
る増税が予定されているので、対応に困っています。ただ日本の住宅流通事情は、新築住宅が
80％を占めています。海外アメリカでは中古住宅が80％以上の流通市場を占めています。今後
はリフォーム等への対応や、住宅の供給に向けた転換をしていかなければならないと思ってい
ます。
また、平成27年の秋には、公務員住宅の取り壊しが予定されています。2000世帯の公務員が
退去される予定です。昨年の秋頃、竹園３丁目、１万坪を長谷工さんが30億円で落札されました。
松代や並木でも分譲業者が土地を買い、造成の準備をしているところがあります。公務員は自
分の住まいが無くなってしまうという事で、昨年の２月頃はパニック状態でした。その頃はかな
り物件が動いたのですが、今は落ち着きを見せています。
つくば地域は今も注目度は高く、石岡、県西、県北の各地域から土地を探してほしいというお
話をいただきます。TXの沿線の開発が進む事により、今後も人口増加が望める街だと感じてお
ります。
私の会社の社訓に「我々は業を通して、地域社会に奉仕しよう」とあります。今回つくば学園
ロータリークラブに入会させていただいて、皆さんと一緒に奉仕活動に貢献して行きたいと思っ
ております。よろしくお願いします。
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退会の挨拶：宮武孝之様
大和ハウス工業株式会社 宮武孝之様
私事で恐縮ですが、３月１日付けをもちまして、名古屋支社へ
異動になりました。今日が最後の例会出席となります。
２週間前の大雪の影響で、株式会社LIXILさんは工場の屋根が
落ち、操業停止になりサッシが出荷ができないとか、ALCメー
カーも屋根が落ちてALC板が出荷ができないなどで、３月引き
渡しの物件が、引き渡しができない等の、色々な問題がありまし
た。忙しくてなかなか例会に出席する事ができませんでしたが、
ようやく落ち着いてきました。
この４年間、皆様にかわいがっていただき本当にありがとうございました。
私はつくばの前は5年間、松戸のロータリークラブに在籍していました。その時は雰囲気に馴
染めませんでした。しかし、つくば学園ロータリークラブに来てみると、皆様方から温かい言葉を
かけていただくなど、アットホームな本当に良いロータリークラブという印象を受けました。
あまりお役に立つことができませんでしたが、４年間、楽しく過ごすことができました。
是非皆様、今後ご健康に留意されまして、益々ご発展されます事を、名古屋の地からお祈りし
ております。これを最後の言葉とさせていただきます。どうもありがとうございました。

１月・２月 会員誕生日
２月

１月
野堀喜作
小関 迪
石川英昭
高谷榮司
吉岡隆久
中野 勝
北島睦男
磯山正蔵

1日
2日
14日
15日
18日
22日
23日
24日

馬目圭造
馬場清康
細田市郎
木沢藤房
浦里浩司
菅原 俊
塚越俊祐
川﨑庄一

24日
28日
31 日
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２月２７日(木） ニコニコＢＯＸ
本日は 1３名のニコニコでした。
御協力いただきありがとうございました。
中野

勝

SAA委員長

本日の合計

￥58,000 −

本年度累計

￥1,018,083 −

阿部 哲次

例会に出席するのがしばらくぶりで、新鮮な感じがしました。まめに出席できるようスケジュール
管理をよりしっかりしたいと思います。

石井 健三

最近のＣＴ検査の結果、この治療が有効であるようで、半分に縮小していました。ありがたいことです。

井田 充夫

メグさん、「カツジ児童センター」運営、頑張ってください。さらにお役に立てることがあればご提
案ください。古本さんの遺志を発展させる事ができれば幸いです。新入会員の山﨑さん、木沢さ
ん卓話をありがとうございます。今後ともロータリーを宜しくお願いします。

上野

この度、ラケットボールアジア連盟会長になることになりました。アジアと共に頑張りたいと思います。

修

浦里 浩司

誕生祝ありがとうございます。

大堀 健二

ロータリー財団地区委員を3年務め無事に卒業になりました。来年度は幹事となりますが、皆様ご
協力をお願いします。

北島 睦男

誕生祝を戴いて有り難うございます。特に霧筑波は大好きです。今夜中に全て空けてしまう予定です。

鈴木 敏雄

体のネジの緩んでいるところを締めるため、ロータリーを休んでおりました。大変申し訳ありませ
んでした。

増山

会長、幹事と吉岡ＰＧ同行のホーチミン市公式訪問から、昨日帰国、岡本会員の元気な姿に安心、
また、活躍の様子にうれしく思いました。来年の公式訪問が楽しみです。

栄

馬目 圭造

誕生祝ありがとうございました。霧筑波大好きです！

路川 淳一

宮武会員、名古屋に移動ということで、ご栄転おめでとうございます。お世話になったベンツの
ショールームも順調に販売を伸ばし、過去最高の記録を残すことが出来ました。「風来坊」での
“手羽先”食べ過ぎないでください。

宮武 孝之

4年間お世話になりました。3月1日付で名古屋に移動となりました。皆様方におかれましては、健
康に留意され、益々ご活躍されることを祈念しております。

山﨑 幸登

今年度も無事、決算を迎えることが出来ました。創立13年になりました。

２月２７日(木) 出席報告
無断欠勤ゼロ、出席率向上を目指して
会員数

出席数

欠席数

内無断
欠席数

出席
免除

メイク
ゲスト

出席率

68名

49名

19名

1名

2名

2名

77.27％＊

* 出席率は暫定値

中野

勝

SAA委員長
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新入会
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乙田 隆信 会員

２月２７日 会場スナップ
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プログラム予告 ・2月・3月・地区関係・ローターアクト
3月

6日

理事会

移動例会

・会場：東雲

本館2F「インペリアルーム」

理事、プログラム委員長、親睦委員長
3月

6日

例会

11：00～

会場：ホテルグランド東雲

会長挨拶 「つくば学園ロータリー基金について」
「会員増強について」
奥様誕生・結婚祝
例会場が、東雲
3月 13日

例会

3月 20日

移動例会

3月 27日

例会

基金委員長

会員増強委員長

2月ニコニコ大賞
本館2F「朝日の間」に変更になります。

会員卓話「英国パブの楽しみ方」

12：30～

倉持武久会員

12：30～

「親睦夜例会」

会場：オークラ

19：00～

新館「アネックス」

新入会員卓話を予定

長期交換派遣学生卓話「カイル・ウィリアム・マーティン君」

12：30～

つくばオールロータリアンＦａｃｅｂｏｏｋ同好会は、つくばの3クラブのロータリアンとローターアク
ト、インターアクトの情報などをＦａｃｅｂｏｏｋ上で共有しています。皆様、ぜひご活用ください。
（つくば学園・つくばシティ・つくばサンライズ・ローターアクト）

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

友好クラブ
京都山城ロータリークラブ（第2650地区）

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

つくば市吾妻1丁目１３６４－１

電話

ホームページもご覧下さい

029-858-0100

FAX 029-858-0101

http://www.46gama.com/

Email : gakuenrc@46gama.com
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