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2012-13中山 

３月２８日(木) 例会報告 

会 報 

つくば学園ロータリークラブ    
It is the 27th year since 1986 TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I.  

Index 

会長点鐘と報告事項 / 退会者挨拶と後任者ご紹介 / お客様卓話 

 お知らせ / つくば学園RAC情報 /  岡本会員・須藤会員送別会 / その他   

 地区大会の協賛について 
地区大会もあと１ヶ月となりました。この度 、会員企業数社より地区大

会のしおり等を入れる袋と頒布品の協賛をいただきました。 

 

 (1)手提げ袋       常陽銀行 様 

 (2)ウェットティッシュ  筑波銀行 様 

 (3)メモ帳と付箋のセット 野村証券 様 

 (4)ボールペン      水戸証券 様 

 (5)ホテル宿泊券   ベストランド 様 

 

                各2000個頂きました。 

 下山田様、沼田･川上様、馬目様、須藤様、高野様ありがとうございます。 

 会長点鐘と報告事項 

2013/03/28 

Vol. 36 

 水戸証券 須藤会員退会挨拶と後任者ご紹介 

 須藤 宏達 会員 
この度の人事異動により取手支店に転勤することになりました。２年間皆

様にはお世話になりました。つくばに転勤してきたのが震災の直後でした

が、皆様の復興支援活動等を目の当たりにし感動しました。つくば学園Ｒ

Ｃに所属できたことを誇りに思います。皆様のご健勝をお祈りするととも

に、つくば学園ＲＣの益々の発展をお祈りしご挨拶といたします。ありが

とうございました。 

 水戸証券 高畠 克友 様 
４月１日付でつくば支店 支店長を拝命しました高畠です。ロータリーは初

めてですのでご指導のほどよろしくお願いします。 

中山 会長 

大野 会員 
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 お客様卓話 「海外の医療事情について」 

 三菱化学メディエンス(株) 開発営業部長 明石
あ か し

 泰
ゆたか

 様 
 弊社は三菱化学の100％子会社で、いくつかの子会社が統合して2006年

に誕生しました。会社の中では診断検査事業という部門で臨床検査受託をし

ています。臨床検査とは病気の診断、治療、検診のための検査の１つで、私

はその中で検体検査といって患者から取り出した材料で行う検査の窓口をし

ております。具体的には医療機関ではなく外部で行う特殊検査で、採血など

から遺伝子、ホルモンなどの測定するために検体を預かって中央研究所で測

定し、結果を医療機関にお返しするという仕事です。大きな病院などでは自分のところでできない部分

について、小さな病院ですとほとんどの部分を引き受けます。今、こういった会社が全国に400社くら

いありまが、その中で特殊な検査機能を持っているのが3社ほどで弊社はその1つです。 

 医療環境を見ますと、戦後の死因の統計から死因となる病気の種類が、癌等の悪性新生物が多くを占

めるようになってきて、死亡者の約8割が医療機関となってきています。これから言えるのは我々の市

場は、病気が増え医療機関にかかる人が増えるので暫くは成長分野であるということができます。ただ

し、人口が減少している状況ではあるところまでの成長でしかありませんので、その間に次の一手を考

えねばなりません。 

 こういう背景でASEANの状況を調査してきまして、本日ご紹介するわけです。今回ご紹介するのは

トルコとミャンマーでして、そのポテンシャルの高さを感じてきました。経産省の施策として医療の海

外輸出が進められようとしており、トルコへは経産省の調査に帯同してきたものです。 

 まずトルコですが、イスラム圏とは思えない国で政権も安定して成長戦略が着実に進んでいます。ま

た日本と同じ資源を持たない国で外国資本目当ての政策を推進しています。医療ではここ5年で30病

院、36,000床を外資で建設する計画になっています。医療費は公的な病院にかかると無料、民間病院

になると有料となっています。医療機関を見ると3,000床の国立病院で外来は5,000人/日、250床の

民間病院で外来は1,500人/日と医療に対する安心感は日本とあまり変わらないと感じました。社会保

障も整備されていて全員が免許証のようなカードで受付や検査データが参照できるようにもなっていま

す。日本と違うのは検査会社が採血をして検査するシステムや検体の扱いが雑であるところで、これら

を見ると日本の技術が活用できるのかなと思いました。 

 ミャンマーは日本の終戦直後を見るような環境で、国民の半数は病院を知らずに亡くなり平均寿命も

60歳に満たないような国です。しかし、急速な民主化を受け、人口も7,000万人いますのでマーケッ

トとしては魅力があると思いました。今回の訪問は岡山大学の血液内科の先生がドクターの教育支援を

続けており、現地に診療所を贈呈する式典に同行したものです。 

 所感として、トルコについては今がチャンスだなと感じますが、物理的に遠いということでどういう

風に売り込んでいくのかが課題と思います。ミャンマーについては先行者メリットが十分あると思いま

すし、人のいい国民ですので社会貢献とビジネスをうまくミックスできる環境だと感じました。どちら

の国も成長のスピードは速いと思いますので、弊社も近々海外進出をすると思いますが先行者メリット

を早めにつかみたいと思っています。 

 お知らせ 
 石井 健三 第2820地区「ロータリーの友」代表委員 
4月はロータリーの「雑誌月間」になっていまして、皆様に“ロータリーの友”

を読んで頂きたいという月です。まだ3月号も手元に届いていないと思います

が、3月号には次期ＲＩ会長の所信表明などが書かれています。ロータリー情報

が満載ですのでぜひ読んでください。 
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 つくば学園RAC情報 
 近藤和花のなるほど！クラシック♪ 

 3月31日(日) つくばアルスホールにてつくば学園

RAC主催「近藤和花のなるほど！クラシック♪」が

開催されました。開場前から入場待ちの列ができた

り、はるばる広島からのお客様がお見えになったり

と、大盛況でした。 

 チケット収益は雨宮会長から、GRCT（若手音楽家

支援団体）代表 本間憲章 様に手渡されました。 

 3月28日 例会スナップ 



Page 4 

2012-13 Vol. 36 TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

 岡本会員・須藤会員 送別会 
 3月28日(木) 19:00よりホテルグランド東雲において岡本武志会員、須藤宏達会員の送別会が盛大に

開催されました。 

 岡本会員は2007年に入会、クラブのSAA、副幹事等を務められましたが、本年4月より勤務先のベ

トナム事業所立ち上げのため当面単身で赴任されることになりました。向こうでは日本語を話せる方が

いなくて寂しいとのことですので、皆様、機会があればぜひお訪ねしてみてはいかがでしょうか。 

 須藤会員は2010年、震災の直後に水戸証券つくば支店長として赴任、入会されましたが、4月より

同社取手支店長として異動されることになりました。クラブでは本年度の会報委員として例会時の写真

撮影等を積極的にされ、会報作りに大いに貢献してくれました。 

 お二人の益々のご活躍、ご繁栄をお祈りします。 
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 ニコニコBOX 3月28日 

 浦里 浩司 

昨日は、家内の誕生祝いのお花をいただきありがとうございました。帰宅した

ら、花が届いていたので、急いでケーキを買いに走りました。先日の例会で、

馬場さんに3/27ですと教えていただいたのに、すっかり忘れていました。 

 大里 喜彦 私は“スギ”でした。ヒノキやブタクサの方は、まだまだ我慢してください。 

 岡本 武志 

3月末で大会することになりましたが、必ず戻ってきます。4/10から、片道

切符で旅立ちます。色々と皆様にはお世話になり、本当にありがとうございま

した。 

 鬼沢 一彦 

先週はお休みしましたので、タイムララグではありますが、職場訪問で浦里さ

んにお世話になりました。お酒をおいしくいただきました。税金だけでなく電

気代もたくさんかかっていることを知りました。ありがとうございました。 

 須藤 宏達 

この度の異動で、取手支店に転勤となりました。約2年の間、皆様には、大変

お世話になりまして誠にありがとうございました。今後は後任の高畠支店長を

宜しくお願い致します。 

 野堀 喜作 
須藤宏達様、ご栄転おめでとうございます。今後もロータリーの仲間として、

長いお付き合いの程よろしくお願いいたいします。 

 野堀 喜作 
柴原実行委員長、川﨑さん、下村さん、つくば学園クラブの皆様、地区大会よ

ろしくお願いいたします。 

 中野 勝 
岡本会員、須藤会員、お疲れ様でした。須藤会員には会報写真係としてとても

助かりました。自分で写真を撮ることを本日はすっかり忘れてしまいました。 

 宮武 孝之 三菱化学メディエンス㈱赤石様、貴重なお話をありがとうございました。 

 矢島 定雄 
来週のイベント例会に、私用のため欠席となります。済みませんペナルティで

す。私の代わりに磯山副委員長がやってくれるはずです。よろしく！ 

本日の合計    44,000円 

累計金額 1,242,100円 

 本日のお客様 

  三菱化学メディエンス㈱ 開発営業部長 明石  泰 様 

  水戸証券㈱つくば支店  後任支店長  高畠 克友 様 

  筑波銀行    執行役員 つくば営業部長 沼田 数人 様 

    〃      つくば営業部副部長 川上 裕之 様   

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 

66名 50名 16名 0名 2名 4名 84.37％ 

 出席率報告  ３月２８日（木） 例会 



 友好クラブ 

京都山城ロータリークラブ（第2650地区） 

2010-11 Vol. 45 
TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 2012-13 Vol. 36 TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

  

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  

野堀喜作ガバナー事務所   ホテルグランド東雲本館407号 

連絡先：  TEL         029-886-3582  FAX       029-886-3583 

          E-mail   12-13@ri2820.jp 

編集後記    クラブ会報・広報委員長：中野 勝 
とうとう4月。新年度、新入学、新入社員など、周りの環境が変わ

り新しい生活が始まる季節になってしまいました。新しい生活が始

まると多少の違いはあるものの人はストレスを感じるそうで、これ

に負けない体を作るのに大事なことは日常生活のバランスとリズム

を整えることだそうです。岡本会員、須藤会員、単身赴任だからと

いって羽を伸ばしすぎないで下さいね。お二人の新任地でのご活躍

をお祈りします。 

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/ 
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 プログラム予告 4月・地区関係・ローターアクト 
  4月  4日(木) 3クラブ合同例会「観桜会」、地区大会決起大会     ホテルグランド東雲  18:00 

  4月  8日(月) 地区記念ゴルフ大会                   茨城ゴルフクラブ 

  4月10日(水) つくば学園RAC 4月第1例会               ホテルグランド東雲  19:30 

                    「コンサート＆フィリピン訪問報告会」 

  4月11日(木) 4月第2例会 地区大会準備、奥様誕生･結婚祝              オークラホテル 12:30 

              ニコニコ大賞 

  4月18日(木) 4月第3例会 地区大会準備、会員誕生祝                  オークラホテル 12:30 

  4月25日(木) 休会（地区大会に振替） 

  4月28日(日)･29日(月)   地区大会                           ノバホール 

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アク

ト、インタアクトの情報などをＦａｃｅｂｏｏｋ上で共有しています。現在38人のメンバーで構成さ

れ、2012年12月からは一般公開して、ロータリークラブのため、更に他クラブとの交流・発展に活

用しています。 

（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） 


