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点鐘　　飯田正行会長

　みなさんこんにちは。私は茨城いのちの電話の後援会をやって
いる森弘と申します。本日、事務局の本宮さんと一緒にやってき
ました。つくば学園ロータリークラブのみなさまには本日の例会
に時間を割いていただきありがとうございます。日頃より皆様に
はご理解とご協力を賜りありがとうございます。いのちの電話の
後援会の幹事として、いのちの電話のPRを行っており、本日の
様に卓話のしたり、機関紙や事業報告の発送を行っております。
また後援会としてバザーに参加し資金集めもしております。

茨城いのちの電話報告　　森弘美枝子様
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　さていのちの電話ですが、1971年に東京から始まり、現在全国に51カ所センターが設立されており
ます。いのちの電話の使命は、何と言っても自殺を予防することです。日本中の自殺者が年間3万人を
越え大きな社会問題となったことがあります。その時に国として対策をと「フリーダイヤル」制度が始
まりました。毎月10日に全国一斉フリーダイヤルが行われております。おかげさまで2014年より3万
人を下回る様になりました。昨年の自殺者は26,131人になりましたが、まだまだ大きい数字です。交
通事故で1年に亡くなる数が5千人弱ですので、5倍にもなります。自殺者の内訳は、男性が60％、女性
が40％。年代が40〜50代が多くなっております。県内の自殺者数は昨年は615人でした。男性が多く
436人、女性が179人となっております。原因は健康面が40％、経済面13％、仕事上10％、家庭10％
となっております。
　茨城いのちの電話についてお話ししたいと思います。東京より少し遅れて茨城いのちの電話ができま
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招待卓話　　上野修副会長

した。来年30周年を迎えます。事務局はつくばと水戸にあります。つくばは365日24時間体制で相談
を受け付けております。相談員の数が現在200人弱です。いのちの電話の相談員になる為にまず2年間
の養成を受けその後認定を受けます。相談員になってからも毎月の様に研修があります。相談員は完全
にボランティアです。日当も交通費も出ません。いのちの電話の相談内容は、人生について等が多く次
いで健康面です。精神を患っている肩の相談も多いです。いのちの電話に助けられたとお礼の電話も多
く寄せられています。
　最後になりましたが、いのちの電話の問題点としては組織を運営する為に運営費が不足しています。
人件費の問題があり事務局員の数も減らされております。もう一つは相談員が不足しております。30
年も経つと高齢で辞める方もおります。新しく相談員になる方が減っております。相談員になる方をご
紹介いただければ幸いです。本日は貴重な時間をありがとうございました。

　招待卓話として清水さんをご紹介致します。つくばで20年の
手巻き時計だけを扱っている会社を経営されております。同じ時
間なのに何故家より高い時計が存在するのかということを聞いて
みたくて卓話をお願いしました。よろしくお願いします。

ドッペルコーポレーション　清水義孝様

　ご紹介いただき有難うございます。ドッペルコーポレーションの
清水と申します。上野先生からお話しがありましたが、何故機械式
腕時計が高いのか、家ほどする時計が何故売れるのかというと、単
純にコレクターズアイテムでしかなく、アンティークとしての価値
だったりします。機械式時計は何故良いのか？時間だけを考える
と、性能だけを考えるとクオーツの方が圧倒的に上です。今の電波時計であればくるうことはまずあり
ません。時間に正確な事だけを考えればクオーツの方が上ですが、先々10年後、20年後、80年後、90
年後、100年後の価値を見たら今の最新の技術で作られる電波時計とアナログの機械式時計のどちらが
価値が上かということになります。理由ですが、電子部品を使ったクオーツがせいぜい耐久年度として
25年です。25年しか持たないものをアンティークとしての価値はありません。最後はゴミ、処分する
しかありません。機械式は歯車とゼンマイを動力にしておりますので、部品が無くても、部品をあつら
えることができます。私がお持ちした時計を廻しているのですが、ロレックスの1920年代の懐中時計
です。約90年経過してまだ正確に時を刻んでおります。いまの市場価値にすると80万円位になります。
ニュースでみた方もあられると思いますが、オークションでパテックフィリップの1930年の懐中時計
が28億円で落札されました。家が何軒も建ちます。そういうものが年数が経つと価値がでます。当時
それを買えた人も一般の人ではなく、相当な財力があった方だと思いますが、今の技術で同じものを作
ると2億5千万円位になると思います。それが今の工作機器の技術を考えれば難しいものではありません。
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　みなさんこんにちは。高いところから失礼します。私は桐生ロー
タリークラブ荒木千恵子と申します。ただいま筑波銀行2階の美
術ギャラリーで個展をさせていただいております。そのために地
元の例会を欠席させていただき、こちらの例会をメイクさせてい
ただきました。どうぞよろしくお願いします。ありがとうござい
ました。

ごあいさつ　桐生ロータリークラブ　荒木千恵子様

　みなさんこんにちは。ただいまご紹介いただきました株式会社
大同・フレンドシップカントリークラブ代表取締役兼支配人の村
山友彦と申します。本社が東京で現場が常総市にあり、行ったり
来たりの生活をしております。今年つくば青年会議所ラストイ
ヤーで40歳でそろそろ卒業の時期になってきまして、木村さん
から声が掛かりまして是非と思い伺わせていただきました。ゴル
フ場を経営しておりますので、日々奉仕の心、おもてなしの心を
勉強しております。皆様とお近づきになり更に磨きをかけて行き
たいと思います。今後ともよろしくお願いします。

入会希望者　株式会社大同　村山友彦様

ただ1930年代に作った複雑時計が1日の長さで1年の誤差を標示で着るだとか、12星座の位置を正確に
表示できるとか、実際の太陽の位置、月の位置が表示できるとか、それを歯車の組み合わせだけで表示
できる技術と価値に28億という価値がついたのだと思います。今の時計に価値を生まないのかと言う
ことではなく、今の現行の腕時計が50万円の時計が並行輸入で2割安い40万円、中古相場はその2割安
い32万円万円です。50万円で買った人も中古の32万円で買った人も下取りで出る金額は一緒です。こ
れは新品を買った人も使ってしまえば中古なので車と同じで安くなります。使っていく上で、クオーツ
の時計は将来性が無く買取で出る金額はないと思って下さい。機械式の場合はゼロになる事はありませ
ん。購入した価格の何割かが残っている世界です。最近では世界のお金持ちが投資の為に買うこともあ
ります。投資の対象になる存在です。実用時計として身に着けてていながら価値が下がっていかないと
ころに魅力があります。

　読点ではオリジナルの時計製作も行っております。日本で個人
が時計を作れば、生産できる設計できる方は片手いない状態で
す。日本では時計は工業製品として製作されてきました。海外で
は代々伝わっている伝統工芸的な時計製作は日本にはありません。
そこに何とか食い込みたいと思い３年前から自社製作を検討しは
じめ、２年半の準備期間を得て、当店でオーダーで受ける１点も
のの時計製作をはじめています。今まだ名もない時計士を使って
いつのですがメディアに取り上げられることで、とんでもない価
値になってしまう可能性があります。
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11月13日　会場スナップ
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■　12　月　■

４日㈭	 理事会	 	 11:00〜
	 例会	 年次総会　会長挨拶・次年度理事及び役員発表	 12:30〜
11日㈭	 休会	 13日に振替の為
13日㈯	 移動例会	 2014クリスマスパーティー	 18:30〜
18日㈭	 例会	 会員卓話　山﨑幸登会員「再生医療の最先端ビジネスについて」	 12:30〜
25日㈭	 例会	 会員卓話「クラブ会員による各業界の2015年の展望と予想について」
	 	 	 12:30〜

11月13日㈭　ニコニコBOX　古本朝彦副SAA

本日は、7名のニコニコでした。ご協力いただきありがとうございました。

本日の合計 ¥16,000.-

本年度累計 ¥640,000.-

岡 田 哲 也 村山さんようこそ！　入会お待ちしております。

小 城　 豊

ロータリーの森、ご協力有難うございました。メダカの放流、子供達にも大好評でし
た。しばらくは、エサやりが必要とのことで、山?会員と奥さんにお願いしていますが、
先週は、数匹しか見えなかったとの事。どこかに隠れていることを願っています。
あの時、大形のザリガニ２匹取り逃がした事が悔やまれます！

鬼 沢 一 彦
あと丁度１ヶ月後、12月13日㈯がクリスマスパーティーです。親睦委員会で楽しい
企画を立案中です。ふるってご参加くださいますようご案内いたします。なお、東郷
会員、皆葉会員より会員の商品の協賛がありました際には、ご協力を御願いします。

木 村 英 博 村山さん、今日は例会に参加して頂きありがとうございます。感謝！

高 田 稔 美 今日は、茨城県民の日ですね！卓話ありがとうございます。　村山さん楽しくやりま
しょう。

中 山 正 巳

新入会員研修会お疲れ様でした。１名の入会希望者でしたが、有意義な拡大会議もで
きました。村山さん入会有難うございます。
岡田会報委員長へ、私の写真加工して掲載する様にして下さい。そんなにハゲていな
い様な気がするのに（^^；

古 本 朝 彦
先日は、妻への誕生日祝をありがとうございました。少し前に、私の誕生祝でいただ
いた霧筑波で乾杯していたところ、来年は、お花じゃなくてこれでもいいなあ〜と、
言っておりました。我がままですみません！

プログラム予告　  •12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。ぜひご活用下さい。
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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
E-mail	:	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/

友好クラブ
京都山城ロータリークラブ

（第2650 地区）

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
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11月13日㈭　出席報告　増山栄出席委員

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

70名 51名 19名 0名 5名 5名 82.08％

※出席率は暫定値

本日のお客様
　ドッペルコーポレーション	 清水義孝様
　茨城いのちの電話	 	 森弘美枝子様
	 	 	 本宮敏江様
	 桐生ロータリークラブ	 	 荒木千恵子様
	 株式会社大同	 	 村山友彦様

クラブ会報・広報委員長のぼやき
　今回の会報が20号となりました。昨年度までは「今日が木曜日だった（例会に行くのを忘れた）」
でｓたが、今年度は「木曜日までに会報アップしなければ」と「木曜日」を忘れることがなくなり
ました。まだまだ半分には到達していませんが今後もがんばりたいと思います。


