
E-mail: zushirc@sage.ocn.ne.jp   Website: http://www.zushi-rc.com/ 

石田会長の時間 

本日の進行 (12：30) 

服部 城太郎 会員 

「ロシア生活と登山について」

―次回のお知らせ― 

3 月 20 日 (18：30) 

谷川 陽子氏(㈱サンライズ) 

「日本女性エグゼクティブ協会」 

日向副会長・仲村会長  
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3 月は、ロータリーでは、識字率向上月間

です。日本には馴染みはないですが、識字率向上は 1986 年

以来、国際ロータリーの強調事項で、ユネスコによると、文

化が発達した現在でも世界で 7 億人以上の人々が読み書き

出来ない現実が有ります。その 3 分の 2 は女性です。それら

の人々に向けて､読書のプログラムを企画することや学校に

本を寄贈することをロータリー財団が行っています。 

3 月 1 日に松井ガバナー補佐主催 2780 地区第 2 グループ

の Intercity Meeting が鎌倉パークホテルに於いて開催され

ました。当クラブから 26 名の参加を頂き大変盛大に執り行

われました。ご参加頂いた会員の皆さんお疲れ様でした。 

ＩＭの点鐘時に鐘が用意されていないハプニングが有り

ましたが、さすが松井ＡＧ、それを笑いに替え会場を和ませ

て下さいました。ＩＭの内容、構成等では第 2 グループのＩ

Ｍが地区内で 1 番との評価を頂きました。松井ＡＧお疲れ様

でした。 

さて 4 月から年金・医療介護等の社会保障の充実を大義名

分とした増税、消費税が 5%から 8%に変わります。増税前の

駆け込み特需として高額な商品ほど、増税による値上がり幅

が大きくなるので、その前に……と駆け込む人が少なくない

ようです。 住宅は注文住宅の場合、昨年 9 月までに契約す

れば、この 4 月以降も消費税 5％が適用されること、自動車

の税率は契約日ではなく納車前の登録日で確定するという

事、そして結婚式をも早めた若者もいるとのことです。 

本当の駆け込みは 3 月中旬から！ 

落とし穴として、周りの雰囲気に流されてしまい、「買わ

ないと損か！」とギリギリになって購入すると、本来今買う

べきでないものを買って後悔してしまう可能性もあります。

ですから、改めて「増税前に本当に買っておくべきもの」を

よく考えて準備すべきではないでしょうか。 

 

 

 

 

 

鎌倉大船 RC５０周年記念事業の案内 4/26(土) 

復興祈願法要と式典・茶会 10:00～ 成福寺  

復興支援の講演会 門田隆将氏 3:00～ 鎌倉女子大にて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

─ 25１8 回 例会記録     2014 年 3 月 6 日 ─ 

「Ｌｅｔ‘ｓ ｒｅａｌｉｚｅ Ｒｏｔａｒｙ !！｣ 

会 長◆石田 隆 

会長ｴﾚｸﾄ◆藤吉一哉 

副会長◆村松邦彦 

   ◆橘 克巳 

幹 事◆岡本 久 

ＳＡＡ◆福嶋謙之輔 

会 計◆市川 浩 

直前会長◆岩瀬浩人 

会報委員長◇宝子山泰久 

例会日：第 1･2･4木曜日 12:30 

第 3木曜日 18:30 

第 5木曜日 18:00 

例会場：「カンティーナ」 

逗子市新宿 1-3-35 

TEL：046-870-6440 

事務所：逗子市逗子 1-9-26 

萬屋ビル 2Ｆ 

TEL＆FAX：046-873-0226 

報 告 

・ガバナー月信№9 週報：京都紫野 RC、三浦 RC、 

・橘武雑誌委員長より R の友３月号の紹介 
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逗子 RC は今年も献花・募金のブースを担当。 

地震発生時間の 2時 46分には、町行く人も皆で黙祷。 



 

 

 

 

 

2020 年の東京五輪を契機に、

東京の都市開発に対する期待が 

高まっている。 

まずオリンピック施設の整備に

ついては、コンパクト志向で、臨海

部に集中する計画であるが、やはり

相当な規模になる（全 37 施設の内、

競技場・選手村等を 8km 圏内に

22 施設に建設し、その 11施設は

恒久施設とする計画）。新国立競技場（当初 1300 億円、基

本構想ザハ・ハディト氏）はユニークなデザインで、神宮の

森を守る等の配慮が必要との議論があり、現在日本側でコス

ト減、景観・環境に配慮した修正を行っている。選手村も

17000 人収容規模だがその後は 3000 戸のマンションに

転用という構想で、これもそれなりに大変な計画である。前

回のオリンピックが招致決定から 5 年で整備したのに比べ

れば、今回は 7 年あるという意味で時間的には若干余裕が

あるが、設計と施工を一括で行う等の新たな建設・発注方式

もいろいろ検討されている。 

これに東京再生計画が加わるが、東京都中期戦略「2020

年の東京」では、「国際競争力」、「高度防災都市」、「低炭素・

高効率自立分散型エネルギー社会」などがキーワードとなっ

ている。国も「アジアヘッドクオーター奪回」、「ハブ空港戦

略」、「カジノを核に国際観光都市化」等盛り沢山だ。その経

済効果は、都推計の直接波及効果 3 兆円、民間機関では 19

兆円から 150 兆円まである。実際にはこれの中程の水準か

と思われる。雇用誘発は都推計 15 万 2000 人となってい

るが、もっと多い推計もある。 

一方で、オリンピックで都市改造が成功した例はさほど多

くない。ロンドン五輪は際立った成功例で、元々の都市計画

を上手く五輪に乗せた形で空洞化していた東ロンドン「スト

ラットフォード」地区を先端都市に変えた。 

今後の計画では、「幻のマッカーサー道路（環状 2 号）」

復活をはじめ、虎の門、渋谷地区等で大規模都市開発目白押

しで、超高層ビルの建設計画が多い。勿論、これらのビルの

建設ラッシュは事後的な「供給過剰」の懸念を残す。 

そのほかの課題も多い。高騰する建築費（リーマン・ショ

ック以降建築価格は 2 倍の水準）、職人不足、民・官の建設

計画の重複等は現状起こりつつある問題である。又、ポスト

五輪の需要反動減や公共投資膨張による財政悪化、地方の疲

弊加速（国土強靭化に向けた老朽インフラ対策の遅延、東北

被災地復興への影響等）も置きざりにできない問題である。 

このチャンスを持続可能な展開にするためには、世界に先

駆けた「成熟都市」の都市計画／都市デザインを明確にして、

大胆な規制緩和（産業イノベーションと需要創造）・労働市

場政策（雇用の流動化、海外からの流入）を本気で議論する

一方、観光戦略「お・も・て・な・し」の具体化が必要だ。

更に、思い切った民活導入へ PPP(官民パートナーシップ)

や PFI（公共施設建設・維持管理等に関する民活）等新しい

手法の活用とアジアの投資家の取り込み等も重要と思われ

る。

 

■ニコニコＢＯＸ  本日合計 ￥４０．０００  累計￥ １.４７０．０００  

中村裕之君、日向達蔵君(鎌倉大船)…今日は鎌倉大船 RC50

周年のご挨拶に参りました。宜しくお願いします。 

福住錦一郎君(鎌倉)…貴RC初めてメークアップに参りまし

た。よろしく！ 

石田君…もう 3 月です。あと 4 か月頑張ります。 

岩瀬君…鎌倉大船クラブの皆様ようこそ。筒井様スピーチよ

ろしく。 

川上君…今日の卓話は飲み友達！ 

三宅君…筒井様、興味深い卓話よろしくお願いします。 

松田君…筒井様、卓話楽しみです。 

市川君、山科君、宝子山君、大野君、服部君…筒井様、スピ

ーチよろしくお願いします。 

松井君…I.M.ご協力ありがとうございました。鎌倉大船 RC

の皆様ようこそ！ 

矢部(光)君…松井ガバナー補佐、素晴らしい I.M.でした。完

璧の中にもご紹介漏れあり、心に残る I.M.でした！ 

寺嶋君…I.M.お疲れ様でした。松井さんのスピーチとソプラ

ノの歌声に感動しました。 

臼井君…松井ガバナー補佐、I.M.お疲れ様でした。 

菊池君…松井ガバナー補佐、I.M.お疲れ様。消費税改定の対

応でバタバタしてます。 

桐田君…愛車ジョニーがレッカーで緊急入院しました。やっ

とたどり着きました。心配です。 

山口君…遅くなりました。 

匂坂君…3 月 16 日市議会議員選挙スタート、頑張ります。 

矢部(房)君…庭の紅梅・白梅揃い咲き、春を感じます。筒井

様の卓話、楽しみにしております。 

村松君…暑さ寒さも彼岸まで、春待ち遠しい。卓話楽しみ。 

藤吉君…まだまだ寒いですね。 

長野君…気持ちの良い天気ですね。 

村田君…梅は全部咲いた！春が来ない？ 

橘(武)君…女房より やさしい言葉で 風呂が沸く 

 

【ゲスト】筒井信也様  【ビジター】中村裕之君・日向達蔵君(鎌倉大船) 福住錦一郎君(鎌倉) 

【出席報告】会員数 49 名（出席免除 6 名） 出席数 28 名：出席率 62.22%  前回修正出席率 70.71％ 

担当：川上 敦 

 


