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2008-09 Vol.1２ 

2008/9/25 

 9月25日（木） 招待卓話 

会 報 

つくば学園ロータリークラブ    

  

 

 

It is the 23rd year since 1986 TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

    

本日は、招待卓話と題し、つくばエクスプレス（首都圏新都市鉄道株式会

社）つくば駅管理所長小野寺政文様をお迎えしました。開業３年目を迎え

たつくばエクスプレスについて、現在までの苦労話や珍事件、今後の発展

について述べていただきました。１０月１日ダイヤ改正により、朝間通勤

時間帯の混雑緩和と昼・夜時間帯の利便性向上が図られるとのことでし

た。 

また、１０月２日ガバナー公式訪問を目前に控え、齊藤修一幹事よりスケ

ジュールの再確認と注意事項の伝達が行われました。 

なお、ニコニコ大賞の発表は次回に行われることになりました。 

『成功させよう！！ ガバナー公式訪問』 
 

１０月２日 ガバナー公式訪問スケジュールの再確認 
 

齊藤修一 幹事 

ロータリーソング斉唱 

小野寺様を囲んで 

よろしくお願いします 

つくば駅管理所長 

小野寺政文様 
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 招待卓話 つくば駅管理所長 小野寺政文様 
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つくば駅管理所長 

 小野寺政文様 

記念品贈呈。 特製TXコースターとダイヤ改正時刻表。 

卓話内容（要旨抜粋） 

◇３年間の中で事故らしい事故が発生していない。交差している所で起こるもの。ＴＸにはそれがない。 

◇利用客が予想以上に増加している。当初５年後２７万人だが３年目で２６万人弱利用。予測を上回る。 

◇今回のダイヤ改正は朝夕のラッシュ緩和が課題。１０／１より２４両を増発。従来は１時間に４本（１５分に 

 １本）が６本に増発。もっと増加するためには本数を増やすのではなく、車両編成を６両から８両にする。と 

 なるとホームの延長が必要となり設計２年工事３年はかかる計算。 

◇東京駅までの延伸。社長は「いく」とも「いかない」ともいわなかった。 

◇鉄道は儲けることよりも、利用客の利便性を重視するものである。ここに力を入れている。 

◇痴漢が増加したこと。土浦で発生した殺人事件の犯人が利用客であったこと。覚せい剤所持者が電車内で裸に 

 なり取り押さえられた。その本人からお礼（人を殺めていないことに感謝する）の手紙が送られてきたこと、 

 など珍事もあった。  

◇鉄道は即断即決の仕事である。判断が間違っても責められない。「勇気をもって仕事をやれ！」自分を信じ、 

 正しいと思ったら実行し、間違ったら引き返せばよい。 
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 ローターアクト例会だより       例会場所  豊里公民館     

TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

 

 ローターアクト１０月第１回例会予告 

     
  日 時 ： １０月 ７日（火） １９：３０～ 
   

  場 所 ： 豊里公民館 １階調理室 
   

  内 容 ： おにぎり例会 （担当：石塚美沙） 

         つくば山麓で育った新米を食しましょう。 

        お米本来のおいしさを味わってみませんか。 

 

  登録料 ： １，０００円 

   

  登録締切： １０月 ４日（土） 

運営方針 

◆何よりも楽しく活動 

◆社会奉仕活動をメインに 

◆運営に力を入れる 

◆ＯＢ・OGの方とのリンク 
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皆様の沢山のご登録を 
お待ちしています！！ 

  ガバナー公式訪問に向けて（最終確認） 

 地区目標 
 ①会員増強          １クラブ１名以上の純増 

 ②財団支援・年次寄付     一人あたり１３０ドル以上の寄付 

 ③ＲＩ会長賞         率先して挑戦しよう 

 ④奉仕プロジェクト      １クラブ「１プロジェクト」の継続と完遂 

 ⑤世界社会奉仕（ＷＣＳ）   プロジェクトの推進 

 ⑥クラブリーダーシッププラン 推進 

 ⑦Ｇ．Ｓ．Ｅ         Ｄ１８８０地区（ドイツ） 

 ⑧ＩＭ            職業奉仕（ロータリアンの職業宣言） 

                ロータリー財団（体験談・交換留学・ＧＳＥ等） 

 ⑨世界大会          第１００回バーミンガム大会へ参加 

 ⑩米山奨学          一人あたり２万円以上の寄付 

     

 

ＲＩテーマ 「夢をかたちに」 
 

強調事項  「水保全」「保健と飢餓救済」「識字率向上」 

国際ロータリー 

第2820地区 
 2008-09年度 
 廣瀬昭雄ガバナー 

つくば学園ＲＡＣ会長

石塚 美沙 様 
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      会場から                

TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

スケジュールの確認 

食後の一杯！ 

 ま ず は 腹 ご し ら え ！ 

トップシークレット情報の発表に！ 

準備はよろしいようで。 本数増加してますね。 

開始前のひととき。 本日はシュリンプカレー。 

東京駅延伸はあるのか？ 

それぞれに考えを持って 

最終電車は何時でしょう 

成功させようガバナー公式訪問！！ 



会員数 出席数 欠席数 内無届欠席数 出席免除 出席率 

６１名  ４０名  ２１名  ２名 ３名 ７０．４９％ 
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 出席率報告       ９月２５日（木） 

TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

 今週のニコニコＢＯＸ 

報告 

出席委員長  

浦里浩司 

本日の合計 ￥２３，０００－ 

本年度累計 ￥３３４，０００－ 

残念！ 

無届欠席２名 

 

田口 幸男  小野寺所長本日はありがとうございました。 

塚越 俊祐  小野寺所長様本日は貴重なお話を、ありがとうございました。 

古本 捷治 
 山岳秘湯同好会、安達太良山１，０７６ｍを越えて、歩く事3時間、岳温泉の源泉 
 くろがね小屋温泉に行ってきました。ななかまどの実が早くも真っ赤になり、紅葉 

 もチラホラ。１０月１０日頃が見ごろだそうです。  

ニコニコ大賞は 
 次回発表します。 

岡本 武志 
 本日４３歳になりました。この歳で『誕生日おめでとう』と言われるのは、照れま 

 すね！ 

齊藤 修一 

 毎回お騒がせしています。ガバナー公式訪問まで、残すところ後１週間となりまし 

 た。会員の皆様１人１人の出席と熱意で、成功する事を念じております。どうぞよ 

 ろしくお願いします。“成功させよう！！ガバナー公式訪問”ありがとう 
 ございました 



編集後記                    （クラブ会報委員：岡本） 

●灼熱の夏から一転して、肌寒い毎日となっておりますが、皆様体調など崩

されていないでしょうか。日も短くなり、あっという間に闇が迫ってきま

す。夜が長くなると、ついついお酒の量が増えそうで、飲みすぎを心配して

いる今日この頃です。誕生月でかなりお酒も飲みましたので、１０月は食欲

の秋としたいと考えています。食品問題は不安ですが・・・。 

●さて、巷では米国金融不安がくすぶっており、第１１号で報告した後、米

国金融機関が２社破綻もしくは救済の道をたどるという事態におちいってい

ます。まだまだ、金融不安は沈静化していません。また、政治では麻生政権

が発足したにもかかわらず辞任騒ぎがあったりで、新聞記事に事欠かない毎

日です。新聞の１面に何が書かれるのか、非常に興味をそそる毎日です。携

帯電話の新聞サイトをこまめに見るようになりました。 

●１０月は行事が目白押しです。体調管理をきちんと行って、野球大会でよ

い成績が残せるようがんばりたいと思います。 

  

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  

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 

 ホームページもご覧下さい 

 http://www.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 
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 プログラム 予告    10月 職業奉仕月間 

友好クラブ 

京都山城ロータリークラブ 

（2650地区） 

TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

 

 １０月 ２日（木）ガバナー公式訪問 国際ロータリー第2820地区 廣瀬昭雄ガバナー 

          ※各委員長・入会3年未満の会員は義務出席です。 

 

 １０月 ９日（木）会長挨拶 職業奉仕月間にちなんで 

 

 １０月１６日（木）米山月間に因んで 

 

 １０月２３日（木）移動例会 職場訪問『iias（イーアス）つくば』 

 

 １０月２９日（水）移動例会 （昼）３クラブ合同ゴルフ（於筑波東急ゴルフクラブ） 

               （夜）３クラブ合同夜例会（オークラフロンティアつくば） 

          ※１０月３０日例会の振替  


