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会長挨拶         荒川洋一 会長 

 小幡政人様におかれましては大変御忙しい所お出かけ

頂きまして有り難う御座いました。本日の卓話楽しみにし

ております。宜しくお願い致します。今月は師走、一年で

一番忙しい時期になりました。今年度も早、半年を迎えよ

うとしております。地区ではすでに次年度のガバナー事務

所が開設され次年度に向けて準備が行われており、月日の

経つ速さに驚いている所です。先日 11 月 30 日にスピカ

で行われた「外国人による日本語スピーチコンテスト」に

行って参りました。スピーチコンテストは筑西市近隣在住

の外国人 12 名出場者で競われました。在日期間は 1 年前

後の方が多かった様ですが皆さんの日本語の上達の早さ、

そのしっかりとした内容のスピーチには驚かされました。

そして、これから来る多文化共生の時代を考えさせられる

大会で御座いました。2 月 1 日に行われます「みんなで地

球温暖化を防止しよう」のチラシと入場券が出来上がりま

した。詳しくは渡辺社会奉仕委員長から説明が御座います

が、皆様のご協力を頂きまして成功させて参りたいと思い

ますので宜しくお願い致します。 

理事会報告        中里泰久 幹事 

１．１月プログラムが承認されました。 

１．根本会員、鴨志田会員の退会が承認されました。 

１．真壁 RAC４０周年記念式典についてはローターアク

ト委員会に一任ということに決定しました。 

１．ガールスカウトから２５周年みんなのコンサートの後

援依頼があり承認されました。 

１．財団・米山の送金は 12 月中に済ませる事で承認。 

幹事報告         中里泰久 幹事 

１．真壁 RC より 例会場変更の通知受理 

12 月 16 日の例会は第 39 回国際交流の集い開催の為 

  6 時 15 分～ グランド東雲に変更。 

  12 月 23 日の例会は休会となります。 

１．ロータリーの友が届いております。 

１．ガバナー事務所月信が届いております。 

１．2 月 1 日の温暖化防止の講演会のチラシ・入場券を 

  BOX に入れてあります。 

 

 

 

 

 

卓 話           小幡 政人様 

【本日の卓話者小幡政人氏プロフィール】 

茨城県土浦出身・土浦一高～東京大学法学部卒 

昭和 43 年・国土交通省（旧運輸省）入省 

鉄道局長・官房長 歴任 

平成 13 年（2001 年）扇千景大臣時代国土交通省事務次官 

平成 16 年～20 年 3 月・鉄道建設・運輸施設整備支援機構

理事長 現在・航空保安無線システム協会顧問 

平成 20 年 11 月 19 日 つくば市「小幡青年政経塾」開校 

 

 

1.茨城の魅力 

 仕事柄、日本全国を又世界の主要地域

を見る機会があった。住んでいる時は感

じなかった茨城の魅力を改めて認識さ

せられた。 

① 恵まれた自然・地理 

・耕地は広く肥沃で水も豊富。山、海の恵みもある。 

・気候は温暖で自然災害も尐ない。 

・動植物の单限と北限が同居している恵まれた自然環境。 

・何といっても東京に近いうえに、自然が残されている。 

・田園都市（ｶﾞｰﾃﾞﾝ・ｼﾃｨｰ）構想（19ｃ末 ｴﾍﾞﾈｰｻﾞｰ・

ﾊﾜｰﾄﾞﾚｯﾁ・ﾜｰｽ）は幕末の北関東が見本。 

② 時代の転換期に日本の魁の役割を果たしてきた歴史、

実績 

・貴族社会～武家社会～近代国民国家へ 

武家社会への魁 平 将門（源頼朝が仕上げ） 

近代国民国家への魁 水戸学（尊王譲位） 

③ 筑波研究学園都市、東海村に集積された科学技術 

④ 整備されつつある交通社会資本 

＜湊湾＞ 日立、常陸那珂、大洗、鹿嶋 重要港湾  

＜高速道路＞ ・常磐道・北関東自動車道（県内は

21 年度、関越までは 23 年度）・首都圏中央連絡自動

車道（東関東自動車道と関越は 24 年度に結ばれる）・

東関東自動車道（茨城町から单に向かって着々と工事

が進んでいる） 

＜鉄道＞・ＴＸ（順調、輸送力増強計画、東京延伸な

ども視野に）・常磐線（サービス改善、東京駅延伸 

 

本日のプログラム 

●外部卓話 ※ジョブ・カード制度について 

 （結城商工会議所 柴 千尋氏） 

次週のプログラム 

●１２月１７日 クリスマス例会 

 

RRoottaarryy   IInntteerrnnaatt ii oonnaall   DDiiss ttrr ii cctt   22882200   

SSHHIIMMOODDAATTEE  RROOTTAARRYY  CCLLUUBB  WWEEEEKKLLYY  RREEPPOORRTT  22000088～～22000099  

ＲＩ会長 李 東建 ＲＩテーマ 夢をかたちに／Make Dreams Real 

事務所・例会場／ダイヤモンドホール 筑西市玉戸 1053-4 TEL 0296-28-8511 FAX 0296-28-8533 



（5 年後））ＴＸ開業による刺激効果 

＜空港＞・茨城空港 羽田、成田が整備されても対応しき

れない需要がある・国際、国内チャータ便、ビジネスジェ

ット便、ＬＣＣ・首都圏のこれ等の需要に対応する空港と

しての可能性大 

2. これ等の恵まれた資源、蓄積を基にして、全県民、手

を携えて上手に活用すれば目覚しい発展を期待すること

が出来る。 

SMILE BOX      細谷貢 委員長 

萩原 亢雄様 いつもお世話様です。今後共よろしくお願

い致します。 

臂 友幸様  メイクさせて頂きます。ロータリーの友情

に感謝して。 

佐藤 世事様 お世話になります。今後ともご指導くださ

い。 

荒川 洋一  小幡政人様の卓話楽しみにしております。 

       又、島田卓光様、萩原亢雄様、臂友幸様、 

       佐藤世事様、中村兵左衛門様ようこそいら 

しゃいました。 

中里 泰久  小幡様卓話楽しみにしております。荻原パ

ストガバナー・佐藤会長・中村会員ようこ

そおいで下さいました。 

瀧田 昌甫  12 月 1 日行われた下館小学校マラソン大

会 6 年生男子の部で孫寛之が一位になり

ました。 

増渕 文夫  しばらくぶりに出席させて頂きます。 

大林 稔   小幡さんの卓話を楽しみにしております。 

       萩原パストガバナーをお迎えして。 

新井 雅勝  小幡様の卓話楽しみにしています。萩原パ

ストガバナーの御来訪を記念して。 

日向野 陽  小幡さんの卓話を記念して。下館紫水クラ

ブの皆様ようこそ！ 

白井 信行  小幡さんの卓話を記念して。下館紫水クラ

ブの皆様ようこそ！ 

永盛 武   小幡さんの卓話を記念して。下館紫水クラ

ブの皆様ようこそ！ 

小林 一彦  この度、山口県で開催された第 29 回歯科 

       保健大会に於いて歯科保健に対する熱意

と永年の功績により厚労大臣表彰を受け

ました。渡辺進先生に代理で頂いて貰いま

した。これも偏えに地域の皆様ロータリー

の皆様と奉仕の理想の追求の賜物と感謝

しております。有り難う御座いました。 

渡辺 進   10/22 全国歯科保健大会（山口県）で小

林一彦先生が厚生労働大臣表彰を受けま

した。役職で出席していたので、代理で彰

状・記念品を頂いて来ました。 

新井 和雄  小幡先生の卓話を記念して。 

川連 秀典  小幡さんの卓話を楽しみにしています。 

加藤 昌美  小幡政人様の卓話楽しみにしております。 

       萩原パストガバナーようこそお出で下さ

いました。 

諏訪 哲也  萩原パストガバナー、佐藤会長、中村会員

ようこそいらっしゃいました。 

羽田 節子  紫水の皆様ようこそ。 

鈴木 光則  佐藤会長、中村会員、萩原パストガバナー

お会いできて嬉しいです。 

細谷 貢   萩原パストガバナー、佐藤会員、中村様よ

うこそお出で下さいました。 

中村 兵左衛門 お世話になります。 

        今後ともご指導ください。 

結婚記念   堀江清勝・永盛宣也 

夫人誕生   根岸隆男・渡辺進 

 

 

本日の合計 ￥51,000 円   累計 ￥743,000 円 

 

出席報告        諏訪哲也 委員長 

例会日 会員数 出 席 欠 席 病 欠 免 除 

12/3 58 46 12 0 7 

 

メークアップ         

・11 月 20 日 筑西きぬ RC 

   荒川洋一 

・11 月 23 日 結城 RC 

  中西悦夫・溝口明洋 

・11 月 27 日 筑西きぬ RC 

  諏訪哲也 

・11 月 27 日 下館 RAC 

 諏訪哲也・鈴木光則・溝口明洋・川連秀典 

 

2009～2010 年度役員、理事 

 

・会 長   奥沢裕二  ・職業奉仕   中西悦夫 

・会長ｴﾚｸﾄ  小林一彦  ・社会奉仕   古田貢一 

・副会長   浜野紘嗣  ・新世代奉仕  溝口明洋 

・幹 事   諏訪哲也  ・国際奉仕   鈴木光則 

・会 計   柳沢和巳  ・ﾛｰﾀﾘｰ財団   加藤昌美 

・会場監督  新井和雄  ・米山奨学   司代隆之 

・直前会長  荒川洋一  ・副幹事    早瀬浩一 

 

アクトコーナー            

★１２月第１例会のご案内★ 

・１２月１１日（木） １９：３０～  

場所：福祉総合センター 

内容：「手話例会」 

皆様のご参加をお待ちしております。 

 

 
会長/荒川洋一  会長エレクト/奥沢裕二  幹事/中里泰久   会報委員長/司代隆之 副委員長/鴨志田寿夫 委員/増渕文夫、小島ゆり 


