
 

 

井田会長の点鐘に続き、幹事報告がされました。古河中央RC

より「蛍の里」友の会に入会のお誘い。清掃活動、蛍を見なが

らのバーベキュー、ザリガニ取り等の企画が紹介されました。

今年度の青少年交換派遣留学生の大野沙予さんと受入留学

生のカイル君のスケジュール紹介と、ホームステイ先募集の

お願いがありました。 
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つくば学園ロータリークラブ  
TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I.  It is the 28th year since 1986 

 ８月22日（木） 例会報告 

 会長点鐘と幹事報告  
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山本敏博会員（株式会社そごう・西武筑波店 店長） 
ご紹介いただきました、株式会社そごう・西武筑波店店長の山

本敏博と申します。理事会よりロータリー入会の承認を頂きまし

た。８月１日筑波西武の店長ということで、着任させていただき

ました。前任の赤羽がロータリーに大変お世話になったというこ

とを伺っております。ロータリークラブの会員になるのは始めて

ですが、是非先輩の皆様方のご指導を賜りまして、ロータリー活

動に邁進してまいりたいと考えております。皆様よろしくお願い

申し上げます。  

 新入会員紹介 
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鯨井規功 会計副委員長 
2012―2013年度（中山年度）の決算・監査報告と2013―2014年度

（井田年度）の予算案を審議するクラブ総会が開催され、鯨井会計

副委員長からクラブ総会資料に基づき、内容の説明をしました。 

2012―2013年度 収支決算書 
1. 運営資金決算書（承認者：鯨井規功会員） 

2. 奉仕資金決算書（承認者：鯨井規功会員） 

3. 財産目録（総会資料参照） 

4. 会計監査報告（承認者：下村正会員） 

上記資料の説明の後、下村会員から会計監査報告があり、出席者全員の拍手をもって、2012—2013
年度の決算承認を確認しました。 

2013－2014年度 予算（案） 
総会資料に基づき運営活動、及び奉仕活動の予算（案）についての提案があり、前年度との差異な

どを中心に説明がされました。その後「異議なし」の出席者からの発声を受け、出席者全員の拍手

をもって、2013－2014年度の予算案を確認しました。 

地区委員会名称変更 
従来の「新世代奉仕委員会」を「青少年奉仕委員会」に名称を変更する旨報告があり、了承されま

した。 

  クラブ総会   

突然ですが9月7日（日本時間8日）はIOC国際オリンピック委員会で

2020年の夏のオリンピックの開催都市が決定される日です。候補地

はトルコのイスタンブール・スペインのマドリード・東京の３都市の中か

ら決定されます。日本でも東京での開催を期待するムードが高ぶっ

ています。私ども業界の証券会社も、東京に誘致されたらどこの株

が上がるか、という問い合わせがあります。しかし投資に絶対とい

うものはありません。ですから万が一、東京が漏れた場合のことも

考えまして何か他に明るい話はないか、ということで代案を探す準

備を行っています。その一つに、羽田空港の24時間化があります。

  新入会員卓話 ： 水戸証券 つくば支店支店長 高畠克友会員 
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観光地で名高い香港空港などは、既に24時間運行されていて大変便利になっています。阿部首相

の経済政策アベノミクスでは、都営地下鉄の24時間運行をうたい、首都東京の国際競争力向上へ

むけて舵を取っています。また羽田空港も24時間運行に向けて準備を整えています。ここのとこ

ろ為替の円安効果があり、外国人観光客が増加傾向となっています。しかし、空港だけ24時間営業

しても、飲食店がしまっていれば、困ることになりますし、飲食店の営業時間が延びれば、その分

雇用が生み出されます。東京都知事の猪瀬さんは、誘致に一生懸命奔走し７月のプレゼンも高評

だったそうですが、一方では、スペインに一歩リードされています。スペインのヨット競技に出場し

た、フェリペ皇太子のスピーチが、IOCに好意的なコメントとして映っていて、プレゼンが終わると

フェリペ皇太子のスピーチには非常に好評だったというコメントが多いようです。そしてIOCの前会

長のサマランチ、この人はスペインのスポーツ官僚出身で、IOCメンバーにも太いパイプを持って

います。またサマランチのジュニアもIOCの委員になりました。説明会当日もロビー活動を展開して

いました。招致レースの山場を迎えて、形成を一気に逆転したのではないかと言われています。ス

ペインは若者の失業率50％以上ともいわれ不景気の国です。まして、レスリングやソフトボールな

ど、日本が得意としている競技を外そうという流れの中で、オリンピックを東京に誘致することは

難しいのではないかと言われています。東電の福島第一原発の汚染水垂れ流しの発覚など、日本

には他にも大きなマイナス要因があります。五分五分、六対四でスペインだろうと言われていま

す。東京に決まればラッキーかな、位の気持ちで考えておく方が無難だと思います。万が一オリン

ピック招致に失敗しても、猪瀬都知事は楽しく元気な都市にしたいというテーマを掲げ、活動をさ

れています。猪瀬東京都知事は、第一弾として都営バスの24時間運行、今年の12月からは六本木・

渋谷間を皮切りに、どんどんと進めていくと、おっしゃっています。空港は24時間運行となり、利便

性が高まれば、それに関連するサービスが増え、雇用が生まれてくる。これは観光立国を標榜す

るアベノミクスの目玉の一つとなり得る。その後のテーマとして浮上したのがカジノの構想です。

香港・マカオもそうですが、カジノで成り立っているような国があるので、「カジノ構想」には注目

をしていきたいと思います。東京がこのような動きになってきて、24時間バスや地下鉄を運行す

ることになれば、ますます外国人の日本への観光が増え、流れが変わってくるのではないかと思

います。 

卓話の制限時間が来ましたので、 後に趣味の話ですが、私は茨城県高校野球連盟の審判をして

おります。審判委員になるというのは、軟式の所属ですがそこから派遣されて高野連の方へ行き

ます。高校野球としての特別ルールというのがあり、臨時の代走、コールドゲーム、延長回数、バン

トの定義（打球のカットをバントと見なす場合がある）、疑義申し立て、等です。時間の超過で異議申

し立てが来ないうちに、私の卓話を終わりにさせて頂きます。  
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  8月22日 会場スナップ 
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 野球同好会から 

会員誕生日 
     5日  石井 健三 様 
   13日  小城  豊 様 

おめでとうございます。 

 8月会員誕生祝 

大野治夫野球部監督 
今年度の地区野球大会が10月13日（日）水戸の総合運動公園 

市民球場で開催されます。野球同好会、ユニホームをお持ち

の会員の方、経験者は奮って参加をお願い致します。まずは一

勝を目指して、頑張りましょう。  

 

  ８月22日(木)出席報告 

国際ロータリー第2820地区  水戸西ロータリークラブ   野田  弘行 様 
本日の御客様 

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 47名 21名 2名 1名 72.72% 

内無断 
欠席数 

4名 

出席委員長 馬目  圭造  会員 

鬼沢一彦会員（７月誕生） 前島正基会員 
（７月誕生） 

小城 豊会員 
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大堀 健二 妻の誕生祝ありがとうございました。綺麗な花と共に誕生会の宴を行いました。 

鬼沢 一彦 
お陰様で今月、筑波山ひたち野は、４０周年を迎えることが出来ました。 

ありがとうございます。今後ともよろしくお願い申し上げます。 

中山 正巳 
昨日、稲本直前ガバナー補佐カップを筑波カントリーで開催されました。夏の真っ盛

りに皆さん元気に楽しく、ロータリー友情を育んでおりました。 

前島 正基 誕生祝ありがとうございます。祝ってくれた人がいないもので、嬉しいものですね。 

本日の合計 ￥24,000 － 

本年度累計 ￥257,631 － 

本日は 4 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。 

SAA委員 前島  正基  会員 

 ８月22日 （木） ニコニコＢＯＸ  
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 つくば学園RAC活動報告 

「まつりつくば、完売御礼！」 
8月25日に行われました「まつりつくば」屋台の出店につい

て報告させていただきます。 

8月25日（日）つくば学園ローターアクトクラブがまつりつく

ばに出店しました。当日、朝はあいにくの雨でしたが、早い

段階で上がり、会場は賑わいを見せていました。 

アクトクラブでは、炭火焼きのベーコン、ソーセージ、飲料を

販売しました。ポリオ撲滅を呼び掛けな

がら試食品を配り、子供たちにも大人気でした。 

皆様のご協力がありまして、無事に完売することができました。ありがとうご

ざいます！ 

収益は全額ポリオ撲滅等の寄付に使用させていただく予定です。 

つくば学園ローターアクトクラブ 伊藤 
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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 8月 9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  

編集後記 クラブ会報・広報委員長：篠崎忠志 

８月も今週で終わり、暑かった夏から秋の気配が感じられる季節に

移り変わる頃でしょうか。夏の主役だった蝉、カエルの声に替りコオ

ロギの擦り声が、聞こえ始めました。そんな我が家では、毎朝ポスト

の上に一匹のカエルが姿を見せるようになりました。初めは気には

留めていませんでしたが、夕方には姿が無くなり、翌朝に新聞を取

りに行くときにはいます。妙に気になりカエルの頭に水をかけてや

ると、逃げずに飲んでいます。そんな繰り返しが半月ほど続いてい

ます。よっぽどのポストの上が気に入ったのか・・・・。  

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/ 

8月29日(木) 移動例会  新入会員卓話 ホテルグランド東雲 12：30 
9月  3日(火) つくば学園RAC例会 ホテルグランド東雲（予定） 19：30 
 イニシエーションスピーチ（枌会員）  
 登録締切 9月2日（月） 
9月  5日(木)  例会 ・会長挨拶・新世代奉仕月間に因んで「石井(健)委員長」 
 奥様誕生・結婚祝・8月ニコニコ大賞   12：30 
9月  5日(木)  第3回理事会 理事・役員、親睦委員長、P委員長   11：00 
9月12日(木)  移動例会 親睦夜例会 カフェテラス  カメリア 19：00 
9月19日(木)  例会・職業奉仕月間に因んで「浦里委員長」 会員誕生祝   12：30 
9月26日(木)  例会・招待卓話 筑波大学 学長 永田恭介氏(名誉会員)   12：30 
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