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2014 / 3 / 27 

井田充夫 会長 鯨井規功 幹事   

 例会変更のお知らせ。 

 かすみがうらロータリークラブ、４月３日（木）

例会は、歓桜会のため、例会会場・時間が変更

されました。４月10日（木）例会は、４月５・６日に

開催される地区大会のため、会場が変更され

ました。５月１日（木）例会は、４月26日、９：00より、帆引園にて、そば打ち例会になります。 

 土浦南ロータリークラブ、４月1５日（火）の例会は、観桜会・家族懇親会の為、会場・時間が変更となって

おります。（午後６：00～ラ・フォレスタ・ディ・マニフィカ）メイクされる方は、事務局にお問い合わせください。 

会長点鐘と幹事報告 

 みなさんこんにちは、米山奨学生のファム・ターン・ソンです。 

 私は、つくば学園ロータリークラブの皆様と米山奨学生基金の援助のおかげ

で、筑波大学大学院を卒業し、企業に就職する事ができました。 

 この１年間、つくば学園ロータリークラブの例会に出席させていただき、普段

の研究ばかりの生活では学ぶ事ができない、実社会の多くの事を、皆様のお話

を聞く中で学ぶことができました。私にとって貴重な体験でした。私はこのご恩

を一生忘れる事はありません。本当に１年間ありがとうございました。 

米山奨学生ファム・ターン・ソンさん挨拶 

3月27日（木）例会報告 
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米山奨学会 東郷治久委員長 

 今年度の米山奨学生ファム・ターン・ソンさんが、筑波大大学

院を卒業し東京の企業に就職が決まりました。 

 つくば学園ロータリークラブは米山奨学生を預からない期

間がしばらくありました。 

しかし、今年は６年ぶりにベトナムからの奨学生をお預かりす

ることができました。 

 先日、筑波大学の食堂を会場に、米山の交流会が開催され

ました。米山の奨学生を受け入れる意味を、改めて確認する

ことができた、意味のある会合だったと思います。 

 そして、次年度の米山奨学生は中国人です。尖閣諸島問題等、日中間には国際的な多くの問題があり

ます。しかし、あえて中国人の学生を受け入れます。国は国、人は人、という考えを持ち、本当に日本が好

きで、日本に来たいという中国人学生が沢山います。次年度の米山委員長は誰になるか、わかりません

が、来年度も皆様ご協力をお願い致します。 

今年１年ありがとうございました。  

 只今ご紹介いただきました、西武百貨店筑波店の店長乙田

です。 

 始めに、増税前の駆け込み需要についてのお話をさせてい

ただきます。 

 高額な商品の売り上げの伸びが、前年比約220％でした。こ

こまでは予想していたのですが、化粧品の売り上げも130％

の伸びでした。だいたい女性は３ヶ月に一度化粧品を買い替

えます。ですから、前倒しで買われているようです。女性の下

着も延びています。男性用は全く伸びていません。 

また、女性用の礼服・フォーマルウェアーなども伸びています。こちらも男性用は変わりませんでした。 

面白いのは、５月人形は通常４月に売れるのですが、３月に前倒しして売れ、前年の190％の伸びでした。

それから寝具や家具も前年の１.５倍くらいの売り上げでした。 

 私が東京からつくばに来ることになったきっかけは、私が入社して２年目の1985年に開催されたつく

新入会員：西武百貨店 筑波店 店長 乙田隆信会員 
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ば万博の会場で、キャラクターグッズを販売する企画のためでした。それから、バブル時代も経験し、紆余

曲折ありましたが、こうして筑波店で店長をさせていただくことになりました。 

 西武筑波店の特徴は、お客様が購入される単価が非常に高いということです。また平均年齢層が40

歳代であるということです。以前にいた川口では60歳代が平均でした。そして、商圏が広いというのも

一つの特徴です。通常郊外の百貨店の商圏は５キロ内が70％を占めますが、つくばでは45％しかありま

せん。10～20キロと広い商圏を持っています。また一人当たりが店内に滞在する時間が29分と非常に短

いです。一般的には40分です。 

 百貨店業は斜陽に入りつつあります。昔はスーパーに続いて第２位の小売り業だったのですが、07年

にコンビニに、09年にはネットに抜かれてしまいました。現在は第４位です。これからどこへ向かっていく

かというと、考えられるのは３つあります。１つはお得意様という百貨店独自のサービスである外商を強

みとして展開していく。第２に西武そごうにしかない独自の商品を作っていくこと。第３はネットビジネス

の取り組みです。現在インターネットや百貨店店舗で商品を購入し、セブンイレブンで品物を受け取ると

いう仕組みを構築しています。このような独自のサービスを模索し展開をしていきます。 

 ４月以降は消費税増税等の影響を受け、より厳しい状況になるとは思われますが、つくば地域唯一の

百貨店として皆様に愛されますように、より良いサービスを展開し、来店される皆様の滞在時間をもっと

延ばしていただけるよう、創意工夫をしていきたいと思っております。どうぞよろしくお願い致します。 
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 カイル・マーティンです。18歳です。アメリカのペンシルベニア

からきました。茗渓学園に通っています。 

 去年の８月25日からロータリーの交換留学生として日本にき

ました。 

 ペンシルベニアの大学に合格しました。 

 ロータリークラブの旅行で京都や広島の原爆ドームにいきま

した。原爆ドームでは、戦争の悲惨な光景を写した写真をみて悲

しくなりました。原爆ドームには折り鶴がありました。折り鶴には

平和の願いが込められています。 

 京都では多くのお寺を巡りました。雪の降る美しい景色を見ていると、とても安らかな気持ちになりま

した。京都で食べた、生八つ橋や、天ぷらや、たこ焼きが、とてもおいしかったです。美しい舞妓さんも見

ました。京都の人たちは「お・も・て・な・し」の心で、僕たちを迎えてくれました。 

 ロータリーの京都旅行は忘れる事ができません。ますます京都が好きになりました。 

長期交換留学生 カイル・ウィリアム・マーティン君現況報告 
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カイル君のファミリー写真 

広島研修旅行 

（地区青少年長期留学生とともに） 

鯨井ホストファミリーと 

越後湯沢でスキー正月旅行 

京都研修旅行（地区委員と） 
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地区世界社会奉仕委員会 神崎良太郎会員（つくばサンライズＲＣ） 

カイルさんは非常に勉強が熱心です。英語で話しかけても、決して英

語では返さず、頑として日本語しか話しません。日本語で気持ちを伝

えられず、悩むこともありますが、なんとか日本語で伝えようとしま

す。素晴らしい根性をお持ちです。 また、日本文化に強烈な興味を

持っています。漢字に興味を持っていて、習字にも積極的に取り組み

ます。大学のインターネットを使った数学の宿題を夜遅くまでやって

いまいした。こんなに勉強して、こんなに日本が好きな素晴らしい留

学生です。お世話する甲斐があります。 

 私はロータリー活動の中で一番素晴らしいと思うのは、教育に関連したプログラムだと思っています。

カイルさんは18歳です。５歳の時に日本に来たかったそうです。父親に話したところ、行ってもいいが自

分の力で行きなさい。と言われたそうです。 それから、中学、高校でアルバイトをして、お金を貯めて航

空運賃を自分で払って日本にきました。カイル君の日本への思いは、半端ではありません。日本の心、文

化を愛して、日本に来られた事を本当に喜んでいます。将来の日米の架け橋として、彼がどんな役割を果

たすのか、期待と楽しみを与えてくれます。 

 ロータリーは、今だけを見るのではなく、先の先まで見通して、国際交流の基礎作りをしています。私

はロータリーの活動を誇らしく思います。また、留学生の世話した分は必ず戻ってくると思っています。誰

かのためではなく、回り回って自分達のためにやっているのです。 

 カイルさんのような素晴らしい留学生の、お世話をする機会を与えていただいた事に本当に感謝いた

します。 

 こんにちは、既に事務局から案内が届いているとは思いますが、

６月27日～7月１日の日程で、モンゴル訪問の旅を企画しております。 

 費用は概算で16～18万円、内容は、昨年建設された児童館の見

学や、モンゴルの子供達との交流、ロータリー国際奉仕のための現

地視察等を予定しております。それから草原へ行きモンゴルのゲル

に泊まって、馬に乗ったり、ちょっとした観光をします。 終日には、

現地のロータリークラブを表敬訪問して、米山奨学生のOBの方々に

お会いする予定です。参加の締め切りは４月11日までです。 

 不明な点や、問い合わせは、古本までお願い致します。 

モンゴル訪問のご案内 古本朝彦会員  
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  ３月 誕生祝   おめでとうございます。 

石井  一 会員 2日 
野澤 俊夫 会員 7日 
皆葉 真治 会員 8日 
田口 幸男 会員 ９日 
下村  正 会員 14日 

大木 康毅 会員 14日 
飯田 正行 会員 19日 
宮本  学 会員 25日 
鬼澤 義則 会員 28日 

3月27日会場スナップ 
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 ３月２７ 日(木） ニコニコＢＯＸ  

本日の合計 ￥54,000 － 

本年度累計 ￥1,183,083 － 

本日は 6 名のニコニコでした。   
御協力いただきありがとうございました。   

 中野 勝  SAA委員長 

下村  正 
ついに60歳になってしまいました。脳みそ以外を頑丈に生んでくれた両親に感謝

しています。 

東郷 治久 
本年度、当クラブで米山奨学生として一年間お預かりしていた、ベトナムからの

ファムターンソン君が、無事、筑波大学大学院を卒業し、来月から東京の会社に就

職が決まりました。皆様の温かいご指導、ご支援のお蔭と感謝しております。 

中山 正巳 

ニコニコBox皆勤賞、継続中！そろそろ書くことが無くなってきました。先週の日

曜日に、水上バスにて台場から浅草まで乗船。初乗船と天気に恵まれ超ベリー

グー◎！ 

墨堤通りの桜が満開ならなお結構。大野さんに長すぎと言われそう!  

野澤 俊夫 
誕生日のお祝い有難うございます。ロータリーの皆様には、仲良くお付き合いを

いただき、少しずつ慣れてきているところです。今後ともよろしくお願いします。 

本多 史郎 皆さん、緑色のジャンパー、まだ持っていますか？髪を染める時便利ですよ！ 

宮川 健治 ご無沙汰しております。元気にやっております。 

 無断欠勤ゼロ、出席率向上を目指して 

会員数 出席数 欠席数 
出席 
免除 

メイク 
ゲスト 

出席率 

68名 45名 28名 3名 3名 73.84％＊ 

内無断 
欠席数 

4名 

馬目圭造 出席委員長 * 出席率は暫定値 

  ３月２７ 日(木) 出席報告  
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友好クラブ 
京都山城ロータリークラブ（第2650地区） 

 プログラム予告 ・4月・地区関係・ローターアクト 

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ーアク
ト、インターアクトの情報などをＦａｃｅｂｏｏｋ上で共有しています。皆様、ぜひご活用ください。    

（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） 

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 

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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4月 3日  理事会 井田年度第10回  17：30～ 

  理事会 理事 P委員長 親睦委員長 

4月 3日  理事会 第1回事前理事会 飯田年度理事 18：00～ 

4月 3日  移動例会 観桜会 ホテルグランド東雲  19：00～ 

4月 6日  移動例会 地区大会  ＊集合出発は後日連絡 10：00～ 

   本会議 茨城県立県民文化センター 大ホール 10：00～ 

   記念講演 講師：「冲方丁」 13：20～ 

   懇親会 茨城県立県民文化センター 特設テント 15：20～  

4月 6日  地区大会に振替の為 

4月10日  休会 

4月 17日  例会  新入会員卓話｢和田哲郎会員｣  12：30～ 

  会員誕生･奥様誕生･結婚祝､3月ニコニコ大賞 

4月24日  移動例会 第2回職場訪問「塚田陶管㈱」 *調整中* 

  職場訪問後、家庭集会・親睦夜例会を予定 

編集後記   クラブ会報・広報委員長：篠崎忠志 

 私事で恐縮ですが、新年早々から続いて来た過密な仕事がやっと収束

を迎えました。何十年と経験している事とはいえ、ここ何年かのこの時期

は気候の寒さも加わり、個人的には極めてしんどい何ヶ月かになってしま

いました。とはいえ、会社員にとって仕事に追われる日々がいかに大切か

を実感する数ヶ月間でした。 

 新年度になり、桜の花も満開、疲れた体を癒しつつ新たな気分でスター

トするとしますか…！ 


