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「日本とドイツとの比較　～自動車文化の違い～」

卓 話

60(58)

NTT東日本平塚支店 支店長
上野雅俊会員

　本日は、入会記念卓話という貴重な機会をいただき、
たいへん有り難うございます。わたくしは、昨年 7月
に前任の折笠の後任としてNTT 東日本平塚支店に着任
いたしました。平塚RCの皆さまには、ロータリアンの
一人として温かく迎え入れてくださり、重ねて御礼申
し上げます。
　その平塚RCの皆さまに、どのようなお話しを差し上
げるか、たいへん悩みましたが、私をよりお知りいただ
くために、わたくしの生い立ちや興味があることを中心
に、お話しさせていただきます。
　わたくしですが、1970 年（昭和 45 年）10 月に、神
奈川県の川崎市に生まれました。実家は、川崎大師と
いう大きなお寺のすぐ目の前で、観光土産物店を営んで
おりました。父がクルマ好きであったことから、幼い時
から自動車に興味を持ち、また実家の近く住む叔父の
部屋にオシロスコープ（電気信号の測定器）があった
ことから、幼い時から電子工作に興味を持ち、普通の
子供とは少し異なった少年時代を送りました。（いわ
ゆるオタクですね）
　就職後、初めての自分のクルマを持つこととなります
が、それ以降、クルマ好きと電気好きが困じて、時代

時代の電子技術を集めたクルマに乗ることが、半ばラ
イフワークとなりました。さらに、たまたま試乗した
ドイツ車の「運転の愉しさ」に感激し、ドイツのクル
マ作りの考え方に興味を持つこととなりました。
　いったん興味を持つと、とことん突き詰めたくなる
性分であることから、実際にドイツにある各自動車
メーカの博物館を訪れるとともに、現地でレンタカー
を借り、アウトバーンや世界有数のサーキット（ニュ
ルブルクリンク）を走ってみることにより、ドイツのク
ルマ作りを体感してみることにしました。
　日本車とドイツ車の比較は、話題が尽きないところ
ですし、ロータリアンの皆さまには、クルマ好きの方
も多くいらっしゃると思いますが、わたくしが感じた
最も大きな違いは、「自動車文化の深さ（歴史の重み）」
の一言に尽きると思います。メーカ毎のクルマ作りに
対する考え方の細かな違いはあれど、ヨーロッパの国々
の間を、安全に、快適に、かつ愉しみながら移動する
ため、ありとあらゆる部位に、エンジニアの創意工夫
が埋め込まれています。また、世界初のガソリン車が
走ったのもドイツ（1885年）で、それ以降、クルマは人々
の生活と密接に関わり、溶け込んでいることから、ア
ウトバーンや市街地を走行する際の交通マナーは、日本
と比べると驚くほど成熟しています。
　「百聞は一見にしかず」です。ぜひ、ご興味のある方
は、ドイツをはじめとするヨーロッパでハンドルを握
り、自動車文化の深さを体感されますことを、お勧め
いたします。

上野雅俊会員と片野会長

入会（平成29年8月4日入会）記念卓話

上野雅俊会員



平塚ロータリークラブ 週報 3143号
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本日のスマイル
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卓話・行事予定

市内例会変更
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委員会報告

3月08日（木）
3月15日（木）

NPO JIA事務局長 原田燎太郎様、赤座真子様
湘南地域県政総合センター 所長 太田良勝様

現在ございません。

・職業奉仕委員会　委員長　白石慎太郎
　企業訪問のご案内です。本日、配布した資料をご確認下
　さい。日程は、４月１２日の例会終了後です。訪問先企
　業は、株式会社鈴廣で様々なお話を聞いたり、かまぼこ
　作りの体験等を予定しています。夕食会は、ＩＴＯ
　ＤＩＮＩＮＧＵ　ｂｙ　ＮＯＢＵで、世界のセレブを
　魅了する料理をご用意しました。会費は７，０００円で
　すが、お高いワインを追加していただくと、もう少しいく
　かもしれません。
　多くの方々の参加をお待ちしております、締切は、３月
　22日、事務局の吉野さんまでお願いします。

・雑誌委員会　委員長　西村裕子
　ロータリーの友2018年第 66巻第３号、友愛の広場、（横
　書きＰ70）、平塚西久保田守会員の記事の紹介です。同
　じ地区の会員の投稿ですので、是非、目を通してください。
　同号、（縦書きＰ54）、米山学友会主催の国際交流会で
　大盛り上がり　第2780地区　神奈川県の記事紹介です。
　地区の大きな流れが理解できる記事ですので、目を通し
　ておいていただければと思います。
　同号、（横書きＰ42）、米山記念奨学事業50年のあゆみ
　⑤、米山学友　徐　重仁さん（ジョ　ジュウニン）の記
　事紹介です。平塚ＲＣにとても縁が深く、台湾のセブン
　イレブン事業でも大活躍をされております。（三荒幹事に
　よる補足説明）

◎ 「第48回平塚市少年少女マラソン大会」が今度の土曜
　日3月3日に開催されます。
　お手伝いしてくださる方は 8:00 ～ 8:30 に平塚競技場正
　面玄関までお集まりください。

◎ 3月7日（水）に「公共イメージ＆社会・国際奉仕セミ
　ナー」が開催されます。
　杉山昌行会長エレクト、柳川正人会員、高橋賢二会員、
　柏手茂会員が出席されます。

◎ 第10回インター・ローターアクト委員会が開催されます。
　日時：2018 年 3月10日（土）　
　　　　13:00 ～ 13:50　委員会
　　　　14:00 ～ 16:50　アクターズミーティング
　場所：アイクロス湘南　6階 E会議室
　森会員が出席されます。

◎ 2018年4月8日(日)　開催の地区研修・協議会にご出席
　頂く次年度の各部門委員長、担当者の方には既にご案
　内をお送りし、数名の方から出欠のご回答を頂いてお
　ります。
　締切は来週 8日（木）までですが、バス、お弁当の手
　配がありますのでお早めにご回答をお願いいたします。
　また、バスを利用される方はその旨もお申し出ください。
　バスご利用の方は 10:00　NTT 前集合です。

◎ 17-18年度の企業訪問開催のご案内を本日お配りいた
　しました。
　日時：4月 12日（木）通常例会後にバスにてグランド
　ホテル神奈中より出発致します。
　（株）鈴廣の工場見学（施設見学、かまぼこ作り体験、
　講話）をした後に、強羅に移動し、ミシュランガイドに
　載る予約の取りにくい「イトウダイニング・バイ・ノブ」
　にて夕食を頂きます。
　会費はお食事代として一人 7,000 円頂きます。

◎ 台湾東部地震への義捐金の協力のお願い
　2月6日深夜に台湾東部に襲った地震により、台湾東部
　では大きな被害がありました。
　日本で起きた地震の時には台湾から温かい気持ちで沢山
　の義捐金を送って頂いております。当クラブからも被災
　地の第 3480 地区へ御見舞いの気持ちをお送りしたいと
　思いますので、皆様のご協力をお願いいたします。
　お一人 500円以上いくらでも構いません。よろしくお願
　いいたします。

◎ 第52回神奈川県ロータリアン親睦テニス会(上野杯)の
　ご案内
　第2590地区、第2780地区合同テニス会を開催致します。
　技量、年齢を問いません。初心者のためのテニススクー
　ルも企画しております。
　ロータリアンに限らず、ご家族、お友達をお誘いください。
　日時：2018 年 4月10日（火）　

幹事報告

　　　　  9:30　集合
　　　　16:00　パーティー
　　　　18:00　解散
　テニス会場：湘南ローンテニスクラブ（茅ヶ崎市香川）
　パーティー会場：MOKICHI
　参加料：ロータリアン7,000円、家族・ゲスト5,000円
　　　　　
　お申し込みは3月22日(木)事務局までお願いいたします。

◎ 大磯ロータリークラブ主催の東日本大震災孤児・遺児
　支援のチャリティーコンサートのチケットがあります
　ので、行かれる方は受付までお申し出ください。
　日時：平成 30 年 3月11日 (日 )　
　　　　13:00　開場　14:00 開演
　場所：大磯海の見えるホール
　　　  （大磯駅より徒歩 1分「聖ステパノ学園」内）

卓話者ご紹介

上野 雅俊（うえの まさとし）会員

昭和 45 年 10月19日、神奈川県川崎市生まれ。
成蹊大学大学院を卒業後、平成 7年にＮＴＴに入社。
昨年７月に、前任の折笠会員の後任として、神奈川西支
店副支店長に着任。


