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It is the 28th year since 1986

6月5日（木）例会報告
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点鐘と会長挨拶

井田 充夫

会長

いよいよ井田年度も最終月となりました。
本日、私は飯田年度の第二回理事会に出席させて
いただきました。
６月は４回の例会があります。最終回には退任の御
挨拶をさせていただきます。今日はプライベートの話
をしたいと思います。私の人生を大きくが変えること
になった出来事の話をします。
平成19年10月22日、奇しくもこの日はロータリーク
ラブの合同ゴルフコンペに参加していました。ゴルフ
をしていると、10時過ぎに会社から電話が掛かってき
ました。「国税庁が会社に来ました。」という一報でした。私は、ゴルフコンペを早々に切り上げ、
急いで会社に帰りました。国税局員に、私が会社に戻るまでは、社員に何も聞かないで欲しいと
いう事を伝えました。会社に戻るまでの間、「税務署に対してどう対応をすればいいか」という
ことを考えていました。税務署の調査が始まり、「税務署ほど怖いところは無い」と聞いていまし
たが、うそではありませんでした。本当につらい思いをしました。
一ヶ月後、税務署から申し渡しがありました。十数項目あったと思います。返答には３日の猶予
をもらいました。初日は一日中うなだれていました。そして２日目、用事があって会社へ行きまし
た。社員から報告を聞きました。私は上の空で全く耳に入りませんでした。それどころではない
自分がいました。しかし、気持ちの整理がついてくると「命まで取られるわけではない、お金で解
決できるのであれば、何とかなるだろうと」と思えるようになってきました。そして、腹をきめ税
務署の宣告を全て認めてお金を払うことを決めました。今思えば、思い上がったところがあった
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のだと思います。
以前、私が60歳を過ぎたら、今とは違う事業で会社を興そうと考えていました。
しかし、今は自分が作った会社で、頑張り通していこうと考えています。
現在、製造業は厳しい状況です。自分の姿勢が大事だと思います。
これからも現役で、今一歩前進の旗を振って行きたいと思っています。
会社の経営理念、行動指針を作成しました。紹介させていただきます。
経営理念

平成20年1月1日

①お客様、協力会社、社員の満足を追求する
②和を大切に、感謝と笑顔で人を育てる。
③仕事を通して幸福感を味わい、生きる意味を自覚する
行動方針

平成11年1月11日

①すべてのお客様、社員の和を大切に、挨拶を徹底しよう
②整理整頓された美しい環境から良いアイデア

良い製品は生まれる

③全てに対するスピードアップが売り上げと利益を増大する
④個々の目標に向けたやる気が不可能と思われる壁をぶち破る
会社の目的は利益の追求です。赤字では継続できません。私は生きる意味や幸せについて考
えることがありますが、それを追求できるのは会社を辞めてからと思っていました。起業して20
年が過ぎ、仕事に追われ会社をつぶさないように突っ走ってきました。ある時この仕事現場で
こそ幸せの追求をし、結果を出すべきだと感じました。そして会社の目的はお客様の満足の追求
と、社会への貢献であることが見えてきました。そのことが理解でき、社員に伝われば会社は存
続し利益もついてくることを確信しています。
最後に私がサラリーマン時代、大阪営業所の副所長時代に作った詩を紹介して終わりとします。
人

生

人生は絶えざる挑戦
有限な人間が無限な自然に対して挑戦している
完全たり得たいとする人間が永遠の矛盾の中で模索する
歴史と未来の間のこの瞬間を果たして否定出来る人がいるだろうか
人は己の状況の中で己を発見し全体性の中から愛と英知と創造の為に生きる
人間が人間の輪と自然との調和を果たす時

果たして向こうには何があるのだろう

人生は絶えざる挑戦である
井田充夫
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理事会及び幹事報告

大堀健二

副幹事

例会変更のお知らせ。
６月１８日

土浦中央ロータリークラブ

５クラブ合同交

流会のため変更
６月２５日

マロウドつくばにて、家族懇親会のため変更

１番項 第２会事前理事会を本日開催。
２０１４・１５年度事業計画及び予算を審議。
２番項 ７月のプログラムの件の承認
７月３日、１０日、１７日（会長幹事慰労会）、２４日（ガバナー補佐土浦中央地区中泉さん表敬
訪問）、２８日（移動例会
３番項 ８月２日（土）納涼会

第２回「ダン魂」）

場所：東京湾シンフォニー・サンセットクルーズ

４番項 ダン魂進捗状況の件
６月１日

募集開始。

６月８日

ワークショップ開催

10：00～

イーアスつくば、野村証券セミナールームにて開催

皆様ご協力をお願い致します。

ダン魂の案内、各中学校へ参加を呼びかけています。ご協力をお願い致します。

今年度理事

事業実績報告

第一クラブ奉仕 ： 飯田 正行

委員長

会員増強については、転勤された会員には後任者を入会し
て頂いたので、減少はありませんでした。しかし純増には至り
ませんでした。30周年に向け、新規会員の入会を増やしてい
きたいと思います。
来年３月に京都山城ロータリークラブの２５周年があります
ので、そちらにお邪魔し、その際に友好クラブの調印式を行う
予定です。また次の年には、当クラブの３０周年にお迎えし交
流を進めていく予定です。
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委員長

みなさんこんにちは。第二クラブ奉仕委員長の塚田でござ
います。マイクの前は何年かぶりです。今回は井田会長から、
第二クラブ奉仕の委員長を拝命いたしましたが、それがちょう
ど昨年、野堀ガバナーを送り出して、その後、クラブが少しだ
れる時期でした。さすがは井田会長、すばらしくこのクラブを
リードされております。
思い返しますと、私は十六代目の会長を務めさせていただ
きましたが、十五代目で吉岡ガバナーを送り出しました。その後に大変な思いをいたしました。
その頃の状況をご存じのかたがこの中にも何名かいらっしゃるかと思います。しかし今回はその
ような問題もなく、非常にスムーズに進行いたしました。今回は、先ほどの井田会長の挨拶では
ないですが、大変格調高いご挨拶をいただきました。自分が会長だった時にあのような挨拶が
できたかなと反省しております。
このつくばの地で、みなさんとはご縁があって、こうしてロータリークラブでご一緒させてい
ただいています。24万円という年会費を払い、時間も使っているわけです。このクラブの雰囲気
を十分に味わって、いろんな人とおつきあいをして、楽しい時間を過ごしてもらえば、非常にあり
がたいと思います。今後ともこのような会が続きますように、よろしくお願いします。
第二クラブ奉仕の委員長、来年は上野さんですね。今後もよろしくお願いします。活動の方針
発表としてはまとまりませんでしたが、これで第二クラブ奉仕委員長からのご挨拶といたしま
す。どうもありがとうございました。

SAA ： 中野

勝

委員長

S AAは例年通り、三つの目標を挙げて事業を行ってきま
した。
一つ目は有意義で楽しい例会運営です。卓話の前に行う報
告事項や食事の時間を調整し、卓話の時間を確保して有意義
な例会にすることができました。また、移動例会も多く、楽しく
にぎやかに例会ができたと思います。
二つ目は来賓の方々への配慮ということで、来訪して下さったかたがたに失礼のない例会を
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心がけました。満足できる受け入れができたと思っております。
三つ目はニコニコBOXの目標達成です。ニコニコ大賞として、喜ぶべき内容やユーモア溢れ
るコメントに対して月一回の割合で表彰してきました。一人3万円の目標でやってきましたが、現
在のところ、約70％ということで未達成です。例会の後、投票がありますので、是非ご協力のほ
どよろしくお願いいたします。以上がSAAからの報告です。

会計 ： 小野博史会員
みなさんこんにちは。会計をやっています小野でございます。
昨年、こちらでご挨拶をさせていただいてから、もう一年に
なるのかなという時期に来ています。会計につきましては、ク
ラブ会計、クラブ運営資金、それから奉仕資金という区分を厳
正に処理するということで、会員の皆様、そして事務の皆様の
ご協力をいただきまして、保管・記帳について、こういう形で
四半期ごとに報告するんだなということも含めまして、資金
の流れについて、自分の意見を出して事務処理をして、その中身を適正にご報告できたと思っ
ております。以上でございます。

職業奉仕委員会 ： 浦里浩司委員長
第一回職場訪問として、11月15日に筑波大学附属病院の陽
子線医学医療センターを訪問いたしました。皆様からもご要望
が多かったものですから、いろいろと折衝を重ねて、裏方のほ
うまで見せていただきました。先生がたから放射線照射によ
る先進医療の説明を受け、機器を見学いたしました。
第二回は4月24日に塚田会員経営の塚田陶管(株)様を訪問
いたしました。砕石の採掘現場を見学し、派手にダイナマイトの発破をかけていただきました。塚
田会員のほうでは最近は見学を受け入れていないというところを、無理にお願いしました。以前
から一度見学したいなと思っていましたので、訪問できて非常にありがたかったと思っております。
次に、つくば市立豊里中学校で開催された小中一貫教育研究会主催のワークフォーラムに、
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会員より講師を派遣して、それぞれの職業についてディスカッションを実施いたしました。
次に、新入会員卓話の実施です。今年度入会しました新会員に自己紹介を兼ねた職業につい
ての卓話をお願いいたしました。猪野会員、小野会員、乙田会員、木沢会員、高畠会員、野澤会
員、古本会員、山﨑会員、山本会員、和田会員の10名のかたにお願いいたしました。
以上報告いたします。会員の皆様、ご協力ありがとうございました。

社会奉仕委員会 ： 矢島定雄委員長
今回、メインの事業といたしまして、環境保全、特にロータ
リーの森にメダカおよびホタルの環境をつくろうということ
で 、 皆 さ ん の ご協 力で 行 いま し た 。内 容は 、 1 1月 に 、 バ ー ベ
キューもして、いろいろなかたがたの参加を得ました。一つは、
メダカが生息できる環境をつくりました。かつてロータリーク
ラブでつくった池がありまして、ほとんど死んでいる池でした
が、そこにかつてメダカがいたということで、もう一度生息で
きるようにしようと、メダカを天敵の鳥から守るコンクリートのシェルターをつくりました。まだメ
ダカは入れていませんが、次年度の担当のかたに是非お願いしたいと思います。
またホタルの環境ですが、こちらも、かつてロータリークラブがゆかりの森につくった人工の
小川がありまして、そこにホタルが産卵できるような環境をつくろうということで、大谷石で、
苔が生えるように暗渠をつくりました。これは大変な重労働でしたが、皆さんのご協力がありま
して、完成しました。苔が生えてホタルが卵を産むまでにはあと何年かかかりますが、頃合いを
見てホタルの幼虫を入れられればと期待をしております。
他に、一般的な地域貢献につきましては、つくばマラソンで給水所を設けまして、協力をしまし
た。紙コップと飲み物を6000個近く用意したのですが、全部なくなるくらいでしたので、次年度
のかたは、そのくらいの数量を用意したほうがよいかと思います。これには会員の皆さんを始
め、つくばシティRCやつくばサンライズRCからも数多くのご協力がありまして、ランナーからも
感謝されて終わりました。「まつりつくば」に支援金10，000円を支出しております。
他、識字率向上について、つくば市国際交流協会「日本語カフェ」へ、支援金5万円を贈りまし
た。また、ピンクリボンの乳がん撲滅運動への支援金1万円、いのちの電話への支援金3万円、薬
物濫用防止活動支援の街頭キャンペーンにも会員の皆様に参加していただきました。
引き継ぎ事項としましては、ロータリーの森の環境を、ホタルやメダカが生息できるように維
持していってもらえればと思います。
以上で社会奉仕委員会の事業報告を終わります。

6月5日会場スナップ

5月29日 親睦夜例会 ： バックヤード（青山会員のお店） 会場スナップ
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会員誕生日

結婚記念日
4日
4日
10 日
12 日
19 日
19 日
28 日

会員誕生日

吉岡昭文
和田哲郎
齊藤修一
大堀健二
阿部哲次
木沢藤房
大里喜彦

❤
❤
❤
❤
❤
❤
❤

鞠 子
奈保美
理 恵
優 子
京 子
ひろみ
裕 子

５月度

増山美紀子
鯨井 直子

3日
8日

あんたが大賞（ニコニコ大賞）

塚田 陽威

先日は職場訪問で、当社砕石工場を見学頂きあり
がとうございました。
会員の皆さん、砕石業に対してどんな感想を持ち
ましたか?

下村

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。

正

６月５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

内無断
欠席数

出席
免除

メイク
ゲスト

出席率

68

54

14

3

3

0

83.07%

* 出席率は暫定値

下村 宏子
上野いゆ子

馬目 圭造
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６月５日(木） ニコニコＢＯＸ
本日は 14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

￥91,000 −

本年度累計

￥1,464,100 −

阿部

哲次

ニコニコ、今回と次回で達成できます。また、結婚祝いのケーキ有難うございました。

石井

健三

いよいよ、6/1から「第２回ダン魂」の応募が始まりました。6/5の茨城新聞にも記事がカラーで載り、
ホームページからの応募も早くも入っています。6/8（日）のワークショップでは、ビラ配りをします。

石川

英昭

例会欠席がちですが、時間の繰り合わせで何とか出席したいと考えています。

上

野

修

妻の誕生日ありがとうございました。この頃は、なるべく清く、しずかに、数にこだわらずです。

浦里

浩司

今年も全国新酒鑑評会で金賞を受賞できませんでした。ヤケ酒は飲めないので、ヤケ食いをして
いたら、太ってしまいました。精神的にも肉体的にもよろしくない！です。

大堀

健二

結婚祝ありがとうございます。来週の例会日が記念日となるので、良いお土産になります。

鬼沢

一彦

井田年度 会長・幹事慰労会を今年も、「ひたち野」で承りました。ありがとうございます。「常陸
牛」を沢山ご用意してお待ち申しあげます。
また、次年度も親睦担当として、８月納涼会「シンフォニー号」準備中です。皆様のご参加をお待ち
申し上げます。

小野

博史

結婚記念のケーキありがとうございました。妻と２人で楽しい時間を過ごせました。

齊藤

修一

先日、朝出社すると、近くのアパートにパトカーや消防車が集まっていました。昼ごろ近所の噂で
わかりましたが、母親が20才過ぎの不良息子を悲観して、刺殺したとの事でした。子供を虐待した
り、放置したりする親のニュースが多い中、物騒な事件ではありましたが、ある面、母親の責任を
果たしたのではないかと思いました。

田口

幸男

個人的理由で、欠席しておりましたが一段落しました。ご迷惑をして申し訳ありませんでした。

塚越

俊祐

ニコニコの目標達成のため、ラストスパートです。

中山

正巳

今日は、総会での東雲弁当を頂いての例会参加です。ランチ、２ラウンドはデブになりそう…（^^;）

古本

朝彦

そろそろ入会１年となります。最近では、入浴時鼻歌で、気づけば“ロータリーソング”を歌っている
こともあります。今後ともよろしくお願いいたします。

栄

5/15豊里CC、№12で、45年のゴルフ人生、初めてのホールインワンを達成！これからが大変で
す。昨日、シドニーでのRC国際大会より帰国して参りました。3年連続での参加。来年のブラジルは
不参加の予定。シティRC会長市村さんと、磯山さんとの珍道中でした。今年で地区幹事も任期満
了です。少し、ゆっくりします。

増

山
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プログラム予告 ・6月・地区関係・ローターアクト
6月12日

例会･各委員会委員長事業実績報告

6月19日

移動例会

会員誕生祝

12：30～
19：00～

新入会員研修会

登録PM6：00

開始PM6：10

親睦夜例会

受付PM6：30

開始PM7：00

レストラン「ラ・ポルタ」ホテルベストランド１階
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

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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