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2013-14 井田  Vol. 37 

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 

2014 / 5 /22  

 長谷川ガバナー事務所より、2014年第

２４回日本ロータリー親睦ゴルフ北海道大

会のご案内が届いております。日程は６

月２３日（月）ツキサップゴルフクラブで開

催の予定です。興味のある方は事務局に

お問い合わせ下さい。 

会長点鐘   幹事報告   井田 会長 鯨井 幹事 

5月22日（木）例会報告 

Page 1 

 この３月に前任の宮武に替わりつくば学園ロータリークラ

ブへ入会させていただきました。 右も左も分かりませんが、

皆様に温かく迎えていただき、本当に感謝しております。 

 今日は、私自身と、大和ハウス工業株式会社についての紹

介をさせていただきます。 

 私は1962年（昭和37年）に神戸で生まれました。大学を卒

業するまで神戸にいました。昭和60年に大和ハウス工業株式

会社に入社しました。前任の宮武や大友は、商業開発を中心に事業展開をしていたのですが、私

は個人住宅を専門に扱ってきました。入社後、まず始めに名古屋に配属されました。そこから静

新入会員卓話：『大和ハウス工業株式会社 紹介』 和田 哲郎  会員  
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岡や尾張地区、そして阪神の尼崎市を担当し、今回初めて東日本を担当する事になりました。 

 つくば事業所は規模が大きく、当社の中でも業績のいい事業所です。異動の辞令を聞いたと

き、「つくば」という都市は、高層ビルが林立する、100万人規模の大都市とかってに想像してい

ました。関西の人は「つくば」という地名は知っていても、どこにあるのか、どんな都市なのか

は、あまり知られていません。 

 「つくば」は緑が豊かで、都市の中心部には活気があります。街には 新のいろいろな物が

揃っています。しかし、私が一番に感じたことは、人の心が温かいということです。私は「つくば」

に着任し、いろいろな所を回らせていただきました。そこで感じたのは、皆様からお声掛けいた

だいた言葉が、非常に温かいということでした。諸先輩や地域の皆様にご支援をいただいてい

るからだと思います。今、私は東新井に住んでいます。もし10年前にここに転勤してきたのであ

れば、間違いなく「つくば」の地に家を建てていたと思います。 

 

大和ハウス工業株式会社について 

 私たち大和ハウス工業株式会社は、「人・街・暮らしの価値共創グループ」を掲げ、身近なとこ

ろで、お客様や社会に、いろいろなお手伝いができる事業を展開をしております。 

 建設関係では住宅事業、一戸建て分譲住宅、集合住宅事業、流通店舗事業、それからマンショ

ン事業等を展開しています。 
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 創業59年、来年は60周年です。今現在２兆7000億円を売り上げさせていただいています。 

 今回、大阪本社と東京本社の２本社制です。そして支社が15カ所あり、残りが68支店となってい

ます。昨年はつくば「支店」だったのですが、今年4月に「支社」に昇格することができました。私達

の会社は非常に厳しくて、基準が少しでも落ちると、また支店に戻ることになります。初代支社長

といわれていますが、今年１年で終わる事の無いように、頑張っていきたいと思っています。 

 カナダの出版社コーポレートナイツ社

が選出する「世界で も持続可能な100

社」の中で、大和ハウス工業が、日本の会

社の中で、 高ランクの65位にランクイン

しました。100年継続できる会社という評

価をいただいています。 

 昨年９月には消費税増税の駆け込み需

要により、おかげさまでフォローの風が吹

きました。ところが、10月以降は風がや

み、それどころかアゲインストな状況に

なっています。非常に厳しい状況で頑張っています。またこの後、更なる消費税の増税が予定さ

れています。来年の３月までの請負契約であれば、現行の消費税率での請負ができるという事

を覚えていてください。 

 数年前から太陽光発電の電力全量買い取りという制度があります。皆様もご存知かと思いま

す。個人住宅でも40坪くらいの広さがあれば、屋根を使って10kwの発電ができます。その電力を

20年間定額34.56円で売電する事ができます。安定した収入が見込めます。住宅ローン3000万

円を借り入れた場合、金利と売電による支払い金額で計算すると、月々54,500円の返済になり
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ます。通常だとローンの返済額は93,000円です。端的に言うと３000万円のいい家に、月々

55,000円で住めることになります。高齢の方が、家の建て替えで、資金が少し心配な時に、お子

さんとローンを継承しながら、このような返済計画を組まれると、いい家にお値打ち価格で住む

事ができます。このようなプランを推奨しています。多くのお客様が興味を示されます。 

 さらに、住宅ローン控除は年末のローン残高の１パーセントが帰ってきます。3000万のローン残

高だと、月々３万円ほど戻ってきます。このような事から、今、家は安く建てる事ができるという

事を、覚えておいていただければと考えます。 

 また、大和ハウス工業株式会社ならではですが、400万の初期投下でメンテナンスコストを入

れて20年間分を計算しても460万円があがってきます。ローンを借りずに自己資金で投資され

ても、まるまる戻ってきますので、利回りが非常に高いと思います。ご興味のある方はご参考に

していただければ幸いです。 

 このような場所で、事業の紹介しかできなくて、申し訳なく思います。私は「いっちょかみ
・ ・ ・ ・ ・ ・

」な

ところがあり、皆様のように趣味を深く造詣するという事がありません。私が茨城に転勤してき

たときに、ある人から「茨城に来たならゴルフだけは上手くなれよ」という助言をいただきまし

た。先日ゴルフクラブを全て買い替えました。初期投下をしましたので、皆様、機会がありました

らお声掛けいただければと思います。よろしくお願い致します。 
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 ４月に第２回「ダン魂」の実行委員会が発足しました。 

 ４月10日に新旧に引き継ぎ会議を行い、そこで分担

し。４、５月と準備に取りかかっています。応募チラシも

完成しました。6月1日から応募を開始する予定です。昨

年とおなじように、皆様のお知り合いで、ダンスに興味

がある中学生がいましたら、応募のチラシを渡してく

ださい。クラブとしては、つくば市の中学校体育館、交

流センター、公民館などに、応募チラシを置いていた

だけるように、働きかけをしていきます。 

 昨年同様、規定コースとフリーコースの２つコースがあります。規定コースのCDは約３分弱の音

楽です。先日紹介したダッペラップも一部含まれています。振り付けに関しては現在製作中で

す。５月31日にビデオを撮影します。DVDの製作は２週間ぐらいかかります。６月15日を目標に製作

をしています。６月の第１～２週、ACCSで１日３回、「ダン魂」の規定部門のレクチャー放送が始まり

ます。応募された方にはDVDをお渡しする事になっています。 

 去年の経験から、まず始めに、規定部門のダンスを皆にレクチャーする事になりました。 

 ６月８日（日）にイーアスつくばの野村證券のセミナー

ルームで一般の人や「ダン魂」に興味のある人が応募し

ていなくても参加ができる第1回ワークショップを開催し

ます。第2回WSは7月6日（日）、第3回WSは7月20日（日）

の予定です。これには是非皆様に参加していただき、会

場設営の準備や受付、ビラ配りなど、ご協力いいただけ

れば幸いです。７月10日に「ダン魂」出場チームの応募を

締め切ります。今年は20チームの参加を目標としていま

す。7月28日（月）が本番です。当日は移動例会となる予

定です。皆様のご協力をお願い致します。チラシが出来

上がったら、あらためて、ご報告させていただきます。 

（第１回ダン魂の記事が「ロータリーの友」4月号の51頁に

紹介されています。） 

第2回「ダン魂」開催要項：青少年奉仕委員会 石井 健三  委員長  
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5月22日会場スナップ 
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地区米山奨学会:交流研修会 

去る5月25日（日）山梨県の甲府市で米山奨学生の交流研修会が開催されました。当クラブの井

田会長も参加され、米山奨学生との交流を深めてきました。 



 

 

 

 ５月２２日(木） 出席報告  

 

無断欠席ゼロ、出席率向上を目指して 

会員数 出席数 欠席数 出席 
免除 

メイク 
ゲスト 出席率 

68 47 21 3 2 74.24 

内無断 
欠席数 

3 

中野 勝 SAA委員長  * 出席率は暫定値 

本日の御客様 

   ㈲レオ・バルゴ     高松  健 様 

   東亜工業（株）     池田 一郎 様 

5月会員誕生日 

井田  充夫 15日 

小野  博史 16日 

青山  大史 17日 

小須田宏二 18日 

沼尻  真一 22日 

５月 会員・奥様誕生日 ・ 結婚記念日 

5月奥様誕生日 

皆葉  直美 23日 

小須田すみ江 30日 

結婚記念日 

3 日 布川 博 ❤ 鈴 子 

3 日 馬場清康 ❤ 二三子 

12 日 小野博史 ❤ 朋 子 

16 日 塚田陽威 ❤ 千恵子 

17 日 飯田正行 ❤ 満里子 

26 日 増山 栄  ❤ 美紀子 

2013-14 Vol. 37 TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

 ４月度 あんたが大賞（ニコニコ大賞） 

高田 稔美 
地区大会記念ゴルフで人生初のファイブパット！ありがとう

ございました。 

増田 忠則 
人生いろいろ。お陰様で傘寿を迎えることが出来ました。あり

がとうございます。今後ともよろしくお願い致します。 

たける 
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  ５月２２日(木） ニコニコＢＯＸ  

本日の合計 ￥43,017 － 

本年度累計 ￥1,373,100 － 

本日は 12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。   

飯田 正行 
結婚祝いをありがとうございます。17日に33回目の記念日を迎え、食事に行って来ました。 

思えば遠くへ来たもんだ！ 

井田 充夫 
5月の誕生日で、祿寿（66才）になりました。あと1ヶ月です。池田さん、高松さん、入会よろし

く！67名から70名の予定です。色々ありがとうございます。 

大野 治夫 先日サイパンへゴルフに行って来ました。相変わらず、飲みすぎでした。 

木沢 藤房 
入会させて頂き、約半年が過ぎました。ほとんどの会員の皆様の顔と名前が一致するよう

になりました。これからも、宜しくお願いします。 

齊藤 修一 
久しくニコニコカードを記入していませんでした。現在累計額が不明の為、とりあえず、こ

の金額をニコニコいたします。 

下村  正 
サイパンゴルフを楽しんで来ました。ワガママなオーさん、イーさんのお蔭で、エコノミーク

ラスにいながら、ビジネスクラスのワインを飲むことが出来ました。笑い過ぎと、日焼けで顔

が痛いです。 

高田 稔美 長男と一緒にディズニーランドに行って来ました。とても楽しかったです。 

塚越 俊祐 今年は冷夏とのことですが、暑い夏が来ますように！ 

古本 朝彦 

先日は、結婚記念の御祝いに、ケーキをいただきありがとうございました。翌日食べるつ

もりでいたら、全部子供たちに食べられてしまいました。おいしそうなケーキでしたので、

買いなおそうかと思ってます。 

中山 正巳 
ニコニコ満額達成しておりひと安心。オークラでの例会は、まだ30回に達していない様な

気がします。井田会長、鯨井幹事ゴールまで頑張って下さい。 

東郷 治久 

今朝の読売新聞茨城版に、わんわんランドの老犬介護ホームに関する記事が大きく出ま

した。今回の企画は、なぜかマスコミに受けまして、新聞各紙のみならず、NHK・テレビ東

京が取り上げてくれました。今月末の30日（金）朝8時から、TBSの番組にて放映されます

ので、お時間のある方はご覧ください。 

馬場 清康 

結婚記念日のお祝いをありがとうございました。結婚したての頃、妻の誕生日は出張でお

泊りだと言ったところ、ワァーと大泣きされたことを懐かしく思い出します。ところが、今

は…。女性は変わるということを実感します。 

中野 勝 SAA委員長  
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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 ・5月・6月・地区関係・ローターアクト 

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  

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 

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 

 ホームページもご覧下さい  

http://www.46gama.com/ 

 

2013-14 Vol. 37 TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

 5月 29日 移動親睦夜例会   19：00～    

  ｢ガーデン･パーティー｣ 会場 : ﾊﾞｯｸﾔｰﾄﾞ(青山会員のお店） 

   ・18:30～ 受付開始 ・19:00～ 開宴 ・21:00 終了後解散 

6月 5日 例会 ・会長挨拶・理事及び各委員会委員長事業実績報告 12：30～  

  奥様誕生・結婚祝 5月ニコニコ大賞 

6月 5日  理事会  次年度第2回事前理事会 11：00～   

  オークラ 本館４F「欅」の間 

  次年度理事･P委員長・親睦委員長 

  *井田年度第12回理事会は､PM6:30より｢木曽路｣で行います｡ 

6月 12日  例会･各委員会委員長事業実績報告 会員誕生祝 12：30～   

6月 19日  移動例会 *企画調整中* 19：00～ 

6月 26日  例会･会長･幹事退任の挨拶 ･次年度理事事業計画発表 12：30～   

  定時総会 6月ニコニコ大賞 


