
 

 

飯田副会長の点鐘に続き、鯨井幹事から幹事報告がされました。石岡RCの例会が公式訪

問の為変更になりますので、メイクの方は確認をお願いします。  
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TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I.  It is the 28th year since 1986 
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野澤  俊夫  会員（株式会社アルテック 代表取締役）  

みなさんこんにちは。野澤でございます。6月に入会させていた

だいて以来、3か月が経とうとしております。この間この例会を

始め、いろいろなイベントに参加させていただきまして、まだま

だ少しずつですがこのロータリークラブのあり方が、分かりつ

つあるかなと思います。まだまだ懇親というレベルですが、こ

新入会員紹介 
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の会の活動の理解は、まだこれからだとは思いますが、先輩の方々のご指導をいただき

まして一日も早く、役に立てる人間になっていきたいと思いますので、どうぞよろしくお

願いいたします。今日は自己紹介・仕事・趣味について等々話せということでございます

が、自己紹介につきましては最初のオリエンテーションの時と、最初の入会の時に概ね話

させていただきましたので、今日は私自身の仕事について、その一端をお話しさせてい

ただきたいと思います。趣味については次回同じような機会にお話ができればと考えま

す。私は建築設計の中の構造設計というものを専門的にやっております。みなさんご存

知かとは思いますが、建築設計は大きく意匠設計と構造設計ともう一つ設備設計とい

う、大きな三つに分業化されております。その中で意匠設計がそもそもその建築物の基

本的な計画、プランニングをするのですが、建物の間取りとか、立面系とか内外装の、造

形、芸術、アートの色彩が非常に強い訳です。一方私どもの構造設計というのは、もう純

粋に工学の世界です。それの基礎は応用力学とか材料力学で、あまり楽しくない部門を

生業の基礎としております。意匠設計は非常に華やかな部分になっていますが、我々の

構造設計とは地味で設計の中でも裏方に徹するという形で意匠の方々と協同しながら、

より良いものを作る。基本的には建物の地震等々を始めとする、かかる外力に対して建

築の安全性、上部構造と基礎になりますが、それらの安全性を確保するというのが、構

造設計の仕事です。我々は非常に地味な仕事をやっているものですから、現在は構造設

計者になり手がないというのが実情です。従来、もう二十年三十年前から、大学の建築

学科を卒業する若い人たちで、構造の専門に進む人材が百人に一人、二百人に一人とい

うような状況でした。現状は更に少なくなっているのだろうと思います。と言いうのは建

築の構造は仕事が非常に煩雑ですし、数字のみを追いかけるようなところがあります。

皆さんもまだご記憶に新しいところかと思いますが、数年前の事件の時の構造設計者が

犯した犯罪ということで、かなりマスコミ等々にも取り上げられましたが、あの事件を契

機にそういった再犯を防ぐというのが目的だったと思いますが、建築基準法が大きく変

わりました。その一つは、建築を建てる前に確認申請という、法律を適用しているかどう

かの審査をするわけですが、その従前の確認審査に加えて、適合性判定という名前なの

ですが、いわゆる確認審査機関とはまた別の機関で、二重にチェックするというシステム

になりました。もう一つは、一定以上の規模の適合性判定を受ける建物については、従前

は一級建築士がすべて担当できたわけなのですが、新たに構造設計一級建築士という
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資格制度ができまして、それを取らないと、そういった規模の建物の設計ができないと

いう制度に変わりました。ということは、我々構造設計者は、今まで一級建築士ができた

ものが、ある一定以上の規模については仕事はやらせていただけないと、要するに既得

権が剥奪されたに等しいというところがあるわけです。その二重にチェックを受けるとい

うこともそうですが、いろいろな仕事の上でも様々な部分が沢山出てきまして、仕事量

が1.5倍から2倍に膨れ上がりました。そういうことで非常に日々忙しい思いをしている

わけなのですが、仕事が増えたことによって、報酬が伴ってくれればなんの問題もない

のですが、実はほとんど従前通りかです。煩雑なものについては、若干の上乗せをお願

いしていただくという程度にとどまっております。そんなことでなかなか構造設計者が

今不足しているのが現実です。今日も出席されています前会長の中山さんとか、増山さ

んは建築設計事務所を経営されていますから、やはり構造設計者が足りないということ

も、日々感じていらっしゃると思います。そういう状況でございますので、私どもは今、つ

くばの東新井というところで設計事務所、構造事務所をしていますが、少しずつでも、微

力でございますけれども、構造設計者を増やしたいという努力をしております。具体的

には学校を出た若い人たちは構造屋さんにいないものですから、既に意匠設計をやって

いる方、もしくは建築の現場、施行の方を担当されていた方で、少しでも構造設計に興味

があるという人を引っ張ってきてですね、構造設計者に育てるというようなこともやっ

ております。皆様方、非常に顔の広い方が多いとお見受けいたしますので、存じ上げる方

の中で、建築関係等々、建築の構造に興味がある方がもしいらっしゃれば紹介していた

だいて、私どもで、微力ながら構造設計者に教育するというようなこともやってみたい

なと考えております。もしそういう方がいれば、今後ご紹介をいただければと思います

ので、よろしくどうぞお願いいたします。最後になりますが、冒頭に申し上げましたよう

に、この会に入りまして、非常に楽しく先日の懇親会などでも多くの方々に親切にしてい

ただきまして、有意義な楽しい時間を過ごさせていただきました。この会に入った意義と

いうものも少しずつ分かり始めてきたように思いますので、微力でありますが、この会で

お役に立てる人間になれればと思いますので、諸先輩がたのご指導ご鞭撻を是非よろ

しくお願いいたします。とりとめのない話になりましたけれども、以上私からのお話でご

ざいます。ご清聴ありがとうございました。 
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古本  朝彦 会員 （古本機工㈱ 代表取締役） 

古本機工株式会社の古本朝彦です。野澤さんと同

時期に入会いたしまして、３ヶ月が立ちました。私

自身もまだまだ勉強中の身ではありますが、皆様

方と親睦を深めさせていただきたいと思っており

ます。昨年亡くなりました父の後継として、ロータ

リークラブに入会させて頂きました。今回、卓話と

いう機会を頂きましたので、私自身のことを少し

お話させて頂きます。私は横浜で生まれ、神奈川

の茅ケ崎で幼少時代を過ごしてまいりました。当時は喘息持ちで体が弱かったので体を

鍛えるために、野球部に入りました。その頃、茅ヶ崎市では野球が流行っていて、学校の

男子生徒の8割が野球をやっていました。私も少年時代はよく野球をやっていました。現

在ロータリークラブの野球同好会にも所属させていただいておりますが、あまり期待し

ていただかない方がいいかと思います。応援の方を頑張っていきます。父が筑波の地に

古本機工という会社を起こすことになり、中学２年のとき、こちらへ越して参りました。そ

の当時の筑波は見るからに田舎で、家の前には栗林が広がり秋には栗拾いができまし

た、家の庭で草取りをしていると野生のジャガイモが採れたりしました。つくば市が現在

のように発展するとは、夢にも思いませんでした。高校は、茗溪学園に通いました。高校

時代は、勉強をしなかったので、大学受験に失敗し１年間浪人して大学に入りました。その

当時はバブル全盛の時代だったので、経済学部がもてはやされていました。私も経済学

を専攻したのですが、入ってから後悔しました、全く面白くなかった。しかし、どうにか卒

業しました。同期は銀行や保険・証券会社などに就職していきました。私はNECに入社し

20年間サラリーマン生活をおくりました。NEC時代は、本社にて12年間半導体の営業を

やっていました。その間に結婚をして、長女が生まれました。大きな転機は2004年でし

た。会社からシンガポールに駐在するよう指示を受けました。シンガポールに、赴任する

際に、家内は二人目を妊娠していました。ところが、シンガポールでは妊娠中のお腹が大

きい女性は、入国時に許可が必要ということでした。貧しい近隣国からシンガポールに子

供を産みにきて、シンガポール国籍を得るという行為が後を絶たないためでした。日本

大使館に事情を話したところ、駐在大使の名前で「古本家に生まれてくる子供には、日本
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国籍を与える」と、一筆書いて頂いて、やっと家内の入国許可が降りました。シンガポー

ルでの６年間はとても多忙でした、平日は深夜までの残業、週末は接待ゴルフにかり出さ

れるなど、ゴルフが盛んな場所で、私は日系のお客様を担当する営業をしておりました

ので、毎週末ゴルフにかり出され、気温が日中35℃くらいの中で接待ゴルフやっていまし

た。初めてコースに出た時は、180を叩くような素人でした。それでも、誘いがきまして、

はっきり言って家庭を全く帰り見ないという様な生活を送ってきました。よく離婚しな

かったなと思っております。帰国のきっかけは、会社の景気が悪くなり、NECが半導体部門

を切り離し三菱と日立の半導体部門と合併することになり、新たな会社を立ち上げまし

た、新聞でよくない話題でご存知の方もいらっしゃると思うのですが、とんでもない赤字

会社でした。過去3年間で、大量のリストラを行いました。私自身、将来的には、いつかは

筑波に帰ってきて父の仕事を継がなくてはならないと思っておりましたので。これを機

会に、会社を辞めて帰国しました。２年ほど前に帰ってきまして、父の会社を継ぐことに

なったのですが、全く畑違いの職種でしたので今勉強している途中です。社員の方は、私

よりも知識・技術があり、どちらが社員でどちらが社長か解らない状態で仕事をさせてい

ただいています。会社の方は、売り上げは変わらないのですが、残念ながら年々利益率

が落ちてきています。将来的には、少し方向性を変えなくてはならないと思っておりま

す。私自身としては、強い製品・技術力のある製品を扱っていくというのが目標です。も

う一つは小さな会社ではありますが、将来は海外展開をしていきたいと思っております。

私の夢はシンガポールに支店を開き、そして社長を辞めてシンガポール支店の支店長に

なることです。そのときは、是非、常陽銀行の支店長さんにお願いして、快く融資をいて

いただければなと思っております。最後に家族は娘が３人おります。家に帰ると家内を含

めて４人の女性が私を出迎えてくれるという、そんな家庭です。機会がありましたら、皆

様にも御紹介させて頂きたいと思っております。今後皆様と親睦を深め、末永くおつきあ

いをさせて頂きたいと思っております。今後ともよろしくお願い申し上げます。  



 

 

 

  長期交換受入学生の紹介 カイル・ウィリアム・マーティンさん  

北島睦男 国際奉仕委員長 

みなさんこんにちは。紹介と言われたのです

が、実は彼と初めて会ったのは30分前（笑）。23

日は勤務の関係がありまして、彼を出迎えに行

くことができませんでした。つい30分前に迎え

にあがって初対面と。ご紹介するにはちょっと

おこがましい訳でありますけれども、簡単にご

紹介したいと思います。17歳の高校生ですね。

26日に茗溪学園高等学校にお邪魔をいたしま

して、受け入れていただけるということになり

ました。30日からもう学校がもう始まるということで、今日が夏休み最後で、いい機会

だったろうと思います。 

 9月8日の日曜日に、彼と、ホストファミリーの大野さんご夫妻、四人で長谷川ガバナー

の所でオリエンテーションを受けてくる予定です。その後、大洗、水戸の偕楽園、を案内す

る予定です。筑波山に是非行きたいということですので、私も時間をつくってご案内し

たいと思います。そして私が勤務しております筑波ウェルネスハウスという健康増進施

設、風呂やサウナ風呂などがありますので、近々、案内して一緒に浴槽につかってきたい

と思っています。ところで彼は、殆ど日本語を話しません。私は殆ど英語を話しません。

日本語をしゃべらないアメリカ人と、英語をしゃべらない日本人、ちなみに私の係は彼の

カウンセラー係。どうしたらいいのでしょう（笑）。いずれにしましても、彼が長期間こちら

に滞在されるという予定でありますので、その間、ホストファミリーの大野さんご夫妻の

協力を得ながら、なんとか頑張っていきたいと思っています。私もさすがに65歳と7か月

になって、これから英会話を基礎から学ぶという、そういったことは夢にも思っていな

かったのでありますが、一生懸命がんばっていきたいと思います。それではカイルさんか

らご挨拶をいただきたいと思います。日本語だそうです（笑）。 
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カイル・ウィリアム・マーティンさん 

みなさんこんにちは。カイルです。どうぞよろしくお願いいたします。 

アメリカのフィラデルフィアから来ました。アメリカではユニオンビル高校に通っ

ています。日本では茗溪高校に通います。茗溪でたくさんの日本人の友だちを

つくりたいです。僕は四人家族です。僕には弟がいます。そして僕には猫と犬が

います。僕は納豆とたこ焼きとたまごかけご飯が大好きです（笑）。つくばに来

て道を歩いていると、美しいヒグラシの鳴

き声を聞きました。みなさんのおかげで日

本に来ることができました。ありがとうご

ざいました。「鯨井幹事に翻訳してもらおう

と思ったのですが、ご覧の通り、日本語を

完璧に一生懸命覚えてきたようです。よろ

しくお願いします。」 
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  米山奨学生、奨学金の授与 

東郷治久 米山奨学会委員長からファム・ターン・

ソンさんに米山奨学金が授与されました。10月は 

米山月間ですので、第一例会で卓話をして頂く予

定です。 
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  まつりつくば「屋台出店」のお礼  

つくば学園RAC 幹事 伊藤 永 様 
皆様こんにちは。つくば学園ローターアクトク

ラブの伊藤 永です。先日の8月の25日、日曜

日のまつりつくばに出店いたしまして、無事に

品物完売という大成功を収めることができま

した。ありがとうございます。本日は会長と会

計に代わって報告をさせていただきたいと思

います。まず、学園ロータリークラブ井田会長

が券を販売してくださいました。こちらの売り上げが33000円。それも含めて全体の売り

上げが81755円の売り上げが上がりました。そのうち食材と雑費で57140円、まつりつく

ばの出店料が15000円、保健所登録料6400円ということで、純利益は3216円という結

果になりましたが（笑）、無事に黒字ということでした。その他ロータリークラブのたすき

をかけながらPRを行い、ポリオ撲滅を呼び掛けながら子どもたちに無料でソーセージ・

ベーコンを配るという活動をしまして、なんとか夜の7時くらいに完売いたしました。本当

にありがとうございました。次回のRACの例会の案内をします。9月の3日の火曜日19時

30分に点鐘で、今回の会報に、会報委員長にお願いしまして掲載させて頂きました。枌会

員のイニシエーションスピーチで本人の希望で、目標設定のためのワークショップという

題に変えまして、理想の自分になるためやるべきこと、理想の自分に気づき、なるための

ワークショップということで開催したいと思います。是非皆様の登録をお待ちしておりま

す。まつりつくば、本当にありがとうございました。 

   野堀ガバナー事務所 閉所の挨拶  

事務委員 孫田 直子 様 

今日はかわいいお花をどうもありがとうございます。短い間でしたが、みなさんのお役

に少しは立てたかなと、思っています。 最初から事務所にいたわけではないので、途中

からということになり、あまり一緒に大きな大会ですとか、準備をすることができなかっ
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東郷 治久 
7月下旬から約１ヶ月間休業して、山水亭の厨房の大改装を行いました。施工は矢島
エジソンさんにお願いしました。仕事は完璧で改めてエジソンさんの技術力の高さ
を再認識しました。皆さん工事は矢島エジソンさんがお勧めです。 

石井 健三 
フィラデルフィアからお越しのカイル君。これからの日本での滞在を楽しんで勉強し、
日本を好きになって下さい。11月17日（日）のストリートダンスコンクルーにもぜひ来
て下さい。 

中山 正巳 長期交換受入留学生のカイル君を宜しくお願いします。 

鈴木 敏雄 本日は弊社をご利用いただき有難うございました。 

飯田 正行 
本日は始めての点鐘をして、自分の年度が見えて来た様で嬉しくもあり、肩が重た
くなる様でもあり。“ フ ・ ク ・ ザ ・ ツ ” 

本日の合計 ￥ 24,000 － 

本年度累計 ￥ 281,631 － 

本日は ５ 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。 

SAA委員 皆葉 真治 会員 

 ８月29日(木） ニコニコＢＯＸ  

たのですが、最後までみな

さんと一緒に事務所にいる

ことができて、楽しい思い出

を多く作ることができまし

た。ご縁をつくっていただい

てどうもありがとうござい

ました。 

 8月会員誕生祝 

5日  石井 健三 様 

おめでとうございます。 

会員誕生日 
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  ８月29日(木) 出席報告 

2012-2013年度長期交換受入学生 カイル・ウイリアム・マーティン 君 
つくば学園RAC幹事 伊藤  永 様 
米山奨学生 ファム・ターン・ソン 様 

本日の御客様 

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 出席免除 
メイク 
ゲスト 出席率 

68名 45名 23名 2名 3名 72.72% 

内無断 
欠席数 

1名 

出席委員長 馬目  圭造  会員 

8月2９日 

会場スナップ 
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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 9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  

編集後記 クラブ会報・広報委員長：篠崎忠志 

今週から9月に入り、早くも一年の暦の2/3が過ぎてし
まいました。相変わらずの残暑、シリア情勢、福島第一
原発の汚染水問題、消費税の８％利上げの行方等。様々
な事が気になる今日この頃です。それと9月7日に決定
する2020年の夏季オリンピックの開催地の事も。思えば
私が小学校6年生の時に見に行った東京オリンピック。
壮大な国立競技場の光景が目に浮かびます。はたして
二度目の五輪は・・・・。 

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/ 

9月  3日(火) つくば学園RAC例会 ホテルグランド東雲 19：30 

 イニシエーションスピーチ（枌 宏充）  

 登録締切 9月2日（月） 

9月  5日(木)  例会 ・会長挨拶・新世代奉仕月間に因んで「石井(健)委員長」 

 奥様誕生・結婚祝・8月ニコニコ大賞  ホテルオークラ 12：30 

9月  5日(木)  第3回理事会 理事・役員、親睦委員長、P委員長   11：00 

9月12日(木)  移動例会 親睦夜例会 カフェテラス  カメリア 19：00 

9月19日(木)  例会・職業奉仕月間に因んで「浦里委員長」 会員誕生祝  ホテルオークラ 12：30 

9月26日(木)  例会・招待卓話 筑波大学 学長 永田恭介氏(名誉会員)  ホテルオークラ 12：30 
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