会員卓話
松坂 武会員

2022.9.28
自己紹介
皆様こんにちは。5 月に入会しました松坂武と申します。
私のためにこのような貴重なお時間をいただきありがとうございます。
自己紹介という事ですが、何をどう話そうか悩みまして、また時間も５分〜１０分
程度と短いこともあり、私の全てを紹介することは難しいので、ダイジェストのさら
にダイジェスト版でお話しさせていただきます。
内容については砕けた内容となっておりますので皆様温かい心でお聞きいた

だけたらと思います。
それでは始めさせていただきます。
題名は「松坂武ってどんな人？」として自己紹介させていただきます。
本日の内容としては「生い立ち」「性格、趣味について」「仕事について」の３本立てでお話しさせていただ
きます。
まずは生い立ちから
1966 年 2 月 2 日 松坂興一・晴代の次男として東京都墨田区に生まれる
1967 年 11 月
埼玉県松伏町に転居
1971 年 4 月
町立松伏小学校入学
1976 年 4 月
日本大学第一中・高等学校入学
1982 年 4 月
日本大学入学〜卒業
大学生の時に小島社長の運転手として社会勉強をさせていただきました。
ここで改めまして感謝申し上げます。その節はありがとうございました。
そうした縁もあり小島社長には私の結婚式の仲人もお願いした次第です。
1986 年 4 月 （株）ABC（ｱﾄﾞｰ･ﾋﾞｼﾞﾈｽ･ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ）入社
1992 年 4 月 N T C（日本情報コンサルティング）（株）入社
1995 年 10 月 医療法人仁愛会水海道厚生病院 入職
1996 年 3 月 結婚
1996 年 4 月 水海道市山田町に転居
1997 年 4 月 国立病院管理研究所に入所
1997 年 8 月 長女 悠子誕生
1999 年 6 月 次女 彩音誕生
2002 年 8 月 常総市内守谷町きぬの里に転居
2022 年 5 月 水海道ロータリークラブに入会
次に性格、趣味について
性格
子供時代
超短気、無鉄砲、天邪鬼、人見知り、正義感が強い
現 在
温厚、面倒見が良い、辛抱強い、人見知り
座右の銘
有言実行
趣味
ゴルフ
読書
1

最近は歴史書や教養本を読んでいます。
但し、変わった視点で書かれてた本が好きで読んでいます。
最近読んで面白かったのは歴史本では百田尚樹の「禁断の中国史」。
教養本ではハンスロスニングの「ファクトフルネス」が面白かったです。
人間ウォッチ
元々は人見知りということもあり、人にどう見られているかを気にしていましたが、ここ１２、３年くら
いは自分がどう思うかと考えるようになり自然体でいられるようになりました。そのおかげで相手を
よく見れるようになりました。
続きまして仕事について
役 職 医療法人仁愛会の理事、水海道厚生病院の事務長
昭和４３年 ９月 開業
昭和４８年 ４月 取手市に「取手クリニック」 開院
平成 ９年１２月 精神科デイケア開始
平成１７年 ７月 精神科作業療法 開始
平成１７年 ８月 精神科訪問看護 開始
平成１９年１１月 新病院着工
平成２０年１１月 新病院竣工 現在地に移転
平成２１年 ４月 精神科急性期治療病棟１ 取得
平成２１年 ６月 グループホーム「まつの木」 開所
平成２２年１１月 守谷市に「まつの木クリニック」を開院
平成２５年 ４月 院内無線ネットワーク化を実施
平成２５年 ９月 院内 LED ライトを導入
平成２６年 １月 旧敷地に太陽光パネル（２７０kw）を敷設
平成２７年 ４月 特定指定相談支援事業所「ぴの」開所
平成２９年 １月 ガレージ喫茶（カフェ フォレスタ）プロジェクト開始
平成３０年 ４月 新棟竣工、ガレージ喫茶竣工
平成３１年 １月 研修室、図書室を改修
現在に至る
現在の仕事
仕事内容
人事管理、新人職員研修、財務管理、行政機関対応、職員人生相談等等、診察以外に関わる
業務全般
大切にしている事
人を育てること
まず医療の現状と今後
供給過剰、需要は横ばい、医療費は抑制、費用は増加、倒産が増えている。またインターネ
ット等の SNS により医療機関情報が容易に手に入るようになった。 → 顧客を奪い合う競合
状態。
無駄を省いて効率を高めることができなければ倒産。構造不況期となった。
売り手市場から買い手市場に変化。
→ 選ばれる病院になることが必要。
そのためには優秀な人材が必要となります。
職員数が多い → 良い病院とは限らない。
良い人材がいることが重要。人材は財産である。
最初から良い人材がいるわけではない。
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そのためには人材育成が必要。
人材育成とは知識、見識、胆識を身に付けること。
一時的な育成法や流行りの育成法では身に付かない。
継続性のある育成方法が人を育てる。
これからロータリアンとして皆様と一緒に頑張りたいと思います。宜しくお願いいたします。ご静聴ありがとう
ございました。

古津英二会員

～水海道について～
日頃は、常陽銀行をご愛顧いただきましてありがとうございます。
私自身、当地ではまだ半年程度の短い勤務経験であり、水海道を語れる
立場ではありませんが、自分なりにこれまで感じている事を話したいと思いま
す。
私の勤務する常陽銀行水海道支店は店番号が「19」で、常陽銀行で 19 番
目に開設され、まもなく 100 年を迎える歴史ある店舗です。常総地区の中核

店舗として今まで続けられているのは、地域の皆様のおかげであり、感謝申し上げます。
初出勤当日は、そうした思いをイメージしながら水海道駅を降りた訳ですが、駅前はいい意味でレトロ感
があり、悪い言い方をすればややさびれた印象でした。ただ、狭い路地を通って会社に向かっていますと、
路地伝いに家が軒を並べており、なんとなく下町っぽさがあって、落ち着けるいい雰囲気だなと感じました。
会社へ着くまでの７～８分の道のりですが、今ではホッとできる癒しの時間になっています。
余談ですが、以前、本町の工芸家「中山治」先生の話を聞く機会がありました。市内には 46 本の路地が
あり、これだけまとまって路地が密集している街は珍しいそうで、これを観光資源に活かせないかと市の関
係者を交えて話をされておりました。
地元の方からは、近隣の守谷市やつくば市の発展と比較され、「昔の水海道は人が溢れるほど栄えてい
た」と言う話題を良く耳にします。最近の街づくりは、子育て世帯への優遇政策など、インフラの充実に加え、
「新らしさ」を売りにした若い世代向けの「街のブランド化」のイメージが濃いように感じています。
ですので、私個人としては、水海道は同じ土俵で比べる必要はなく、ほかの街が真似のできない歴史や趣
きを売りに、差別化を図っていって欲しいと思います。
水海道の強みは、都心に近く、来年春には常総インターに隣接する「アグリサイエンスバレー」が開業す
るため、電車でも車でもとても便利な立地で、人が集まるポテンシャルが高いことです。道の駅には、体験
型の観光農園や商業施設も併設するため、他の道の駅との差別化も図れますし、千姫まつりも再開・継続
に向け動いていますので、相乗効果も期待でき間違いなく人を呼び込めるのではと思っています。
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こうした観光客をどのように旧市内へ導き、循環させていくのか？満足してリピートしてもらうのか？と考え
た時、市内には歴史のある建物やレトロな感じの民家が多いのですが、閉鎖されていたり、朽ちかけて利
用することができないとか、路地裏でも空き家が目立つなど、どうしても荒廃したイメージが先行して、人は
いるのに素通りしていくように、良さを活かせていないと感じてます。
そうした駅周辺から旧市内にかけて空き家になったり、老朽化した建物をうまく再生し、活用していけたらイ
メージが変わっていくような気がします。
どのように活用していくのかはとても難しいと思いますが、
居住スペースと言うよりは、例えば地元や県内外の芸術家や工芸家の方々の作品等の展示スペースなど、
場所と機会を必要とする人達へ提供したり、学生が多い街ですので、学生が立ち寄れる休憩スペースや勉
強や本を読んだりできるちょっとした空間とか、シンプルなカフェなどとして、あまりコストをかけずに活用で
きたら、少しずつ人が街にとどまり（素通りせず）、やがて集まるようになっていくような気がします。
市内には歴史や由緒ある神社・お寺が、周遊できる範囲内に数多くありますし、二水会館や旧報徳銀行
水海道支店、白・黒倉庫などの歴史的な建物が点在しており、これほど歴史が凝縮された街は、本当に珍
しいと思います。私のように外から通う者には観光資源の宝庫のように感じます。
白倉庫のオーナーは、元の姿を残しながら修復作業を進めていくと話しており、地元野菜の朝市などマ
ルシェとしての活用などを考えているようですし、初めてみる人に強烈なインパクトを与える「宝来館跡地」
を利用した、水害復興を願う野外上映会など、具体的な動きが続いており、とても良いことだと感じています。
先程述べました狭い路地などを上手に組み合わせながら、点を線でつなげていければ、きっと人の集う
街に戻っていけると思います。
私は群馬県の四万温泉が好きで、最近は年に３～４回泊りに行くのですが、地元の中之条町（人口は常
総市の１/４程度）では、２年に一度「中之条ビエンナーレ」という芸術祭を開催し、その時期は街全体がに
ぎわい、知名度も徐々に高まっています。
そこでは、空き家や廃校となった校舎を展示スペースとして、広範囲にわたり上手に活用しています。ちな
みに、空き家や校舎は、古さを残しながら簡単にリフォームしているだけで、そこに作品を置くことによって
建物が生き返るようで、イメージが大きく変わっています。日帰りでは見きれないほど広い範囲で開催され
ますが、周遊マップを使い、立ち寄れる飲食店なども加え、「点」を「線」に繋げて訪れる人を長く滞在させる
工夫もしています。
温泉街でも、使われなくなった空き店舗をリノベーションし、活用した若手の料理家の方が少しずつ増え
ており、「空き家」の負のイメージを変えてきています。近場には、草津温泉や伊香保温泉など圧倒的に有
名な温泉街がありますが、四万温泉には過度な賑わいよりも落ち着いた雰囲気があり、それもまた大きな魅
力と感じています。
環境はそれぞれ様々だと思いますが、水海道は派手さはなくても、大人が好む観光や、学生などが立ち
寄れるスペース作りを大事にしていけばいいのではと、個人的には思っています。「道の駅」という大きなき
っかけができますし、何より水海道には数多くの観光資源がそろっています。
時間はかかると思いますが、皆様のように行動できる力を持った方々が、これからも少しずつ街に変化を
もたらして欲しいと感じています。
自分自身としましても、金融機関としてや水海道ロータリークラブ会員として、少しでも役に立てればと思っ
ておりますので、今後ともよろしくお願いします。
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草間充春会員

自己紹介

6 月に入会させて頂きました草間です。この度は卓和の機会を頂き誠にあり
がとうございます。
職業や趣味などを含めた内容で自己紹介をさせて頂きたいと思います。
私は昭和 40 年、取手市に生まれました。
現在は絹の里に妻と二人、愛犬のトイプードルと一緒に暮らしております。二
人の息子が独立しており、長男が私の仕事の手伝いをしてくれています。
妻方も含め両親は４人とも健在で、父はこちらの水海道ロータリークラブに在
籍させて頂いたご縁が御座います。その節は皆さまに大変お世話になりました。
私の趣味ですがギター・釣り・モータースポーツ・スポーツ観戦・旅行などで、
見様見真似で子どもの頃から始めたギターを弾き、息子や友人たちとバンド組んで演奏を楽しんでいます。
釣りは海上での船釣りを少し齧りますが、バスボートを牽引して福島県の桧原湖や滋賀県の琵琶湖へ出掛
けたり、海外に遠征してピラルクーやバラマンディ、巨大ナマズのレッドテールキャットなどアマゾン系の魚
を釣っています。
モータースポーツですが、国内 A 級ライセンスを取得しホンダの N-one と言う軽自動車のワンメイクレース
に監督兼ドライバーとして参戦しています。
先日も富士スピードウェイにて、エントリー数が 100 台程のレースに参戦して来ました。
背の高い車両なので横転し易く、私自身もサーキット走行中にクラッシュした経験があり、これまでに３台を
廃車にしました。
また、バブル期に生産されたメルセデスが好きで、旧車を収集しレストアを楽しんだりしています。
スポーツ観戦は特に野球が好きで、息子の誘いで観に行った試合がきっかけで千葉ロッテマリーンズのフ
ァンになり、毎年シーズンシートを確保し幕張の球場へ通っています。
旅行は元もと妻の趣味でしたが最近は自分の方が嵌ってしまい、息子たち夫婦をも無理矢理誘い出し、ほ
ぼ毎月何処かへ出かけています。
では本題の職業ですが、昭和 48 年に父が設立したクサマ産業株式会社と後に設立した
株式会社クサマリースを引き継ぎ、現在の代表を務めております。
２社は令和元年に統合し、現在はクサマ産業内で販売部とリース部に分けて事業を継続しております。
販売部は建設に関連する資材を取り扱っており、土木・道路・河川・建築・景観・保安などに関連する資材
全般が商品となります。
弊社はご注文頂いた商品を、お客様が手掛ける仕事の仕様書や図面を把握し、どの様な環境や条件で必
要とされているかを理解した上で、より的確な商品を選別し提案する販売姿勢を心がけています。
弊社の販売員は建設業関連に必要な資格は必須で、他にも様々な資格を持つ人材に恵まれております。
会社自体は建設業等の認可を取得しており、軽度な土木工事も承っております。
次に、レンタル部は大生郷工業団地沿いに機材センターを構え、営業しております。
建築足場材がレンタルの主軸となりますが、敷鉄板、アルミ製作業台、仮設ハウス、保安用品なども取り扱
いしております。
機材センターは約 2 万坪の敷地に鋼製足場材や敷鉄板などのレンタル資材を保管しています。殆どが鉄
製の商材になり、総重量は１万トン位になります。
商圏ですが、近年は全国に展開しているお客様からの引き合いも増え、関東一円の現場にレンタル資材
を納めさせて頂いております。
商圏拡大にあわせ運搬業務を外注から自社便での配送に切り替えています。
今後は営業ナンバーを取得し、仮設材専門の運送会社の設立を目標に準備を進めています。
以上の様に販売、レンタル共に土木建設業者さんがこれまで商売の対象となっておりましたが、最近はイ
ベント等の観覧席や仮設会場等への足場材の売り込みにも力を入れております。
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成果としては、昨年の東京オリンピック関連の施設に弊社の資材をレンタルさせて頂きました。
また、身近なところでは土浦全国花火競技会の桟敷席の設置に弊社の足場材を長年に渡り納めさせて頂
いております。
毎年 11 月初旬に開催される花火競技会ですが、半年前から綿密な打ち合わせを行い９月に入ると大型車
で資材を花火会場へ順次搬入致します。そして搬入された資材を鳶さん達が順次、桟敷席へと組み上げ
ていきます。
最近ではスロープを設けるなどのバリアフリー化もされ、仮設とは言え細かい配慮がなされております。
皆さんもご存じとは思いますが、土浦全国花火競技会は航空隊殉職者の慰霊と関東大震災の不況で疲弊
した経済を活性化するという趣旨で大正１４年に開催された事が始まりです。
その様な歴史のあるイベントに今では弊社の資材を一括して納入させて頂いている事を大変名誉に思う次
第です。
おかげ様で弊社は令和 5 年に創業５０周年を迎えさせて頂きます。
微力では御座いますが、これからも地域発展の一役を担える企業を目指し精進してゆく所存です。
皆様には更なるご指導ご鞭撻を頂けます様お願い申し上げます。以上、纏まらぬ話しとなりましたが新会
員卓話とさせて頂きます。ご清聴ありがとうございました。
趣味 -ギターコレクション-

趣味 -釣り-

写真提供者:石塚克己会員
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