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岡添年度・RI 会長賞受賞 

   
    国際交流最終例会         GSE 山之内桃子・帰国報告 

「つくば学園ロータリークラブ・RI 会長賞受賞」 
岡添会長率いる、我がクラブが 2004～2005 において、新入会員の増加やクラブ事業を評価され 
RI 会長賞を受賞しました、小関年度から 13 年ぶりの快挙です。 

「留学生国際交流最終例会」 
6 月 23 日午後 7 時より、旬彩酒房において国際交流最終例会を開催しました。 
留学生各人が、つくばの印象など見事な日本語でスピーチを行い、なかでも茨城弁の解読不能に

は皆大笑いしました。 
早速、古本国際交流委員長より、モンゴルツァーの企画が出されるなど大変盛り上がりました。 

「ロータリー基金・奨学生に贈呈」 
基金奨学生に決定した、ミャンマー出身のキン・ワイン・シさんへ基金の贈呈が行われました。 



「ローターアクト事業報告」 
つくば学園ローターアクトクラブ 会長 秋田 武史 

皆さん、こんにちは。今年度、つくば学園ローターアクトクラブ会長を務めております秋田と申しま

す。今日はお時間を少しいただきまして、今年度のローターアクトの活動報告を兼ねてのご挨拶に、今

年度をもちまして卒会となります鶴さんと参加させていただきました。 
 私たち、つくば学園ローターアクトクラブも今月 22 日の 6 月第二例会を 
もちまして今年度全ての行事が終了となります。昨年の 7 月に今年度がスタートしましてそれ以来、岡

添会長をはじめロータリーの皆様にはローターアクトの例会、行事また会長幹事会などの地区行事等に

もご参加いただきまして、本当にありがとうございました。 
 今年度、私たちは様々な活動に取り組んできました。アクトも活動のマンネリ化が見られる中、新し

い事へ挑戦していきました。 
1. 昨年、8 月に 2 日間にわたり行われたまつりつくばでは韓国料理を調理して出店しました。アクトし

てはじめての参加でしたが、ロータリーの皆葉様に色々アドバイスをいただきまして、貴重な経験

となりました。 
2. 10 月には恒例行事の一つである愛児園交流会を行いました。当日はあいにくの雨で室内でのカレー

の調理、またレクリエーションとなってしまいましが、子供たちとの楽しい一時となりました。 
3. 今年 2 月にはつくば市のセンタービルで行われた、フリーマーケットに参加しました。ロータリー

の皆様からもたくさんの品物を提供いただき、その売上げ金をスマトラ沖地震で被災された地域へ

の寄付金としました。 
これらの他にもまだありますが、後ほど文書にまとめまして活動報告とさせていただきます。 
 ローターアクトは年齢が 30 才になると卒会の対象となります。当つくば学園ローターアクトクラブに

は現在 12 名の会員がいますが、その中から 5 名の会員が卒会となります。今年度、会長としてクラブを

リードしていく中で日を追うごとに会長としての役割がみえてきて、大変貴重な経験となりました。次

年度からも今年度よりもメンバーが少ない中でのクラブ運営、活動となりますが、私たちアクターも会

員の増強、維持を常に考えていきたいと思います。 
 今年度、岡添会長をはじめ、ロータリーの皆様のアクト活動へのご理解、ご協力、ありがとうござい

ました。 
「ローターアクトクラブを振り返って」 

つくば学園ローターアクトクラブ 鶴 哲也 
 皆様、こんにちは。アクターの鶴です。ロータリーの皆様方には日ごろよりアクトクラブの活動にご理解と

ご協力をいただき、感謝しております。 
 私は、今年 6 月をもって当クラブを定年卒会するはこびとなりました。アクトクラブの会員年齢制限が 30
歳であり、それにならっての卒会であります。 
 私のアクターとしての活動についてふりかえると、活動期間は 6 年に及びました。きっかけは、九州からつ

くばに来てボランティアの活動ができるところを探していたところ、先輩の山之内さんから紹介されところか

らです。 
 社会人がボランティア活動を行うのでなかなか大変だと思っておりましたが、アクトクラブはお互いの融通

を利かせて、うまくすばらしい活動を行っておりました。それは、「児童養護施設との交流会」で感じました。

このクラブにいれば面白く有意義なボランティアができるのでは思い活動を開始しました。 
 いざ自分が始めてみると結構大変で、プライベートも時間がつぶれ、仲間との言い合いもあったりなどあり

ました。しかしながら、その中で得たものは、産みの苦しみがないといい結果につながらない、そこから感動



を得たいという信念でした．また、先輩方の努力する姿に、元気付けられました。そのおかげ、老人ホームで

の豆まき、祭りつくばへの出店などいい活動ができました。また、それらのイベントで感動も得られました。 
 瞬く間に私は 30 歳を迎え、定年卒会することになりました。クラブの厳しい状況も考えましたが、私が去

ることでクラブに新しい飛躍的な風が吹けばと願い、卒会を申し出ました。アクトクラブの活動に対し私が思

うこととして、この活動は決して楽ではありませんが、自分の活動への理念を大事にして努力をすれば必ず結

果につながります。現役のアクターには自分の無限の能力と感動を大事にして活動に取り組んでほしいと思い

ます。 
 最後に、つくば学園ロータリーの皆様、つくば学園ローターアクトクラブの活動にご理解とご協力をしてい

ただいていることに対し本当に感謝しております。私は皆様のおかげにより、6 年という時間にいい活動がで

きたと思っております。アクトクラブが果敢に活動できるのはロータリーの皆様の支えがあるからでございま

す。これからもどうぞアクトクラブをお願いいたします。 
 ご精読、誠にありがとうございました。 

 「気分はイタリア人！」 
2004-2005 年度 GSE メンバー 

山之内 桃子 

 ２０００年５月８日から６月９日の一ヶ月間、研究グループ交換（Group Study 
Exchange）プログラムに参加して、国際ロータリー第２１２０地区（イタリア南部プーリア州・

バジリカータ州）に行って参りました。 

 このＧＳＥプログラムは、異なる国の二つのロータリー地区が組み合わされ、専門職務に携わ

る男女をお互いに派遣し、受け入れ合うもので、その目的は、職業研修訪問、文化体験、親睦と

国際理解を深めるものです。 

 この度つくば学園ロータリークラブからご推薦頂きまして、本プログラムを通してイタリアで

過ごした一ヶ月間、実に素晴らしい経験をたくさんして参りました。職業研修も大変有意義なも

のでしたし、また、受け入れて頂いたホストファミリーにもとても恵まれ、この一ヶ月間のすべ

てが私にとって本当に貴重な、私の人生においてかけがいのない大切なものとなりました。この

ような素晴らしい機会を与えて下さったロータリーの皆様に心から感謝申し上げます。誠にあり

がとうございました。 

 今回私自身ははじめてイタリアを訪問したのですが、イタリア人気分になったことを一つ書き

たいと思います。 

 イタリアで街を歩いているとよく目にするのが、ＢＡＲという看板です。日本の「バー」とは

少し違って、エスプレッソやカプチーノなどのコーヒーや酒類、ドルチェ（お菓子）やパニーノ

（サンドイッチ）などを飲食する喫茶店のようなところです。ご存知の通り、イタリアでコーヒ

ーと言えばエスプレッソで、イタリア人は実によくコーヒーを飲みます。ＢＡＲにもよく立ち寄

ります。通常ＢＡＲでは、カウンターの近くで立ったままコーヒーを飲んでいて、テーブル席も

ありますが、カウンターよりもかなり高くつきます。 

 私もイタリア人を真似て、カウンター越しにコーヒーを注文し、立ったまま飲んでみましたが、

何となく落ち着かない感じがして、またエスプレッソは苦くてすぐに飲めませんでした。と言い

ますのも、私が普段日本の喫茶店でコーヒーを飲むときはいつもブラックで、もちろんエスプレ

ッソよりも薄めのもので、カップも２、３倍大きく、座ってリラックスしながら香りとおしゃべ

りを楽しんでいたものですから、イタリアに来てまずコーヒーを飲むイメージがすごく変わりま

した。少量のコーヒーをなかなか飲み終えない私を見兼ねてイタリア人が砂糖を勧めてくれ、入



れてよくかき混ぜたらすごくおいしくて、何度かＢＡＲに行くうちに私もエスプレッソが好きに

なりました。そのうちイタリア人の様にクイッ、クイッと素早く飲み干すようになり、気分はす

っかりイタリア人になりました。 

 日本に帰国して１０日が経ちますが、イタリアのホストファミリーから頂いたコーヒーとエス

プレッソマシンで毎日イタリアンカフェを楽しんでいます。 

 それから余談ですが、イタリアではカプチーノは朝食時にしか飲まないそうです。昼食後にカ

プチーノを注文した際にイタリアのロータリアンが教えてくれました。これはほんのちょっとし

たことではありますが、実際イタリアに来てみると他にもたくさん日本と違うところがあり、へ

ぇ～と思うことが数多くありました。そういった違いを発見することはすごくおもしろく、また

その違いは日本や私自身について改めて理解するきっかけともなり、大変勉強になりました。 

  

６月 9 日（木）例会報告・オークラ 
[ビジター]  
キン ワイン シー 様  つくば学園ロータリー基金奨学生（筑波大生） 
秋田 武史  様     つくば学園ローターアクト会長 
鶴 哲也  様      つくば学園ローターアクト幹事 
[ニコニコ BOX] 
   本日の合計   ￥  64,000 円  
   本年度累計   ￥ 1,374,000 円 （達成率 76.3％） 
 
[出  席] 

会員数 出席数 欠席数 出席率 前週修正率 
60 名 42 名 18 名 

（無届 2 名）

70.00％ 86.66％ 

[ニコニコ BOX]  
岡添 紘樹 ＲＩ会長賞をいただきました。つくば学園ＲＣで 2 回目の受賞です。ロータリー

100 周年の記念になりました、皆様の努力のたまものです、ありがとうございま

した。 
岡添 紘樹 6 月 3 日 4 日宮崎シーガイヤで 2 ラウンド 93,90 でチョコレートを取られ、6 月 5

日江戸崎ＣＣのシニア大会予選を 85回で通過しました次回 6月 12日に決勝です。 
鈴木 敏雄 本年度委員長を勤めさせていただきありがとうございました。 
稲葉 浩吉 本日 6 月 9 日（木）が私の誕生日です。次回 6 月 9 日（木）は何年後にくるので

しょうか？7 年後になるかと思うのですが・・・？そのときは 72 歳になってます。 
増山 栄  妻の誕生日 6 月 3 日は真っ赤なバラの花のプレゼント、ちょっと照れくさかった

けどすなおに喜び、いい気分になりました。やすあがりのプレゼントでしたけど、

効果倍増でした。 
東郷 治久 先週末ゴルフ同好会は宮崎フェニックスＣＣに「バブリー」な遠征を行いました。

快晴微風の絶好のコンディションの中、仲間との楽しい時間を過ごすことができ

ました。次回軽井沢に遠征いたします皆様ご参加をお待ちしています。 
井田 充夫 先週の宮崎でのゴルフ同好会で総合優勝の栄誉に預かりありがとうございました。



秋のクラチャンに向けさらにがんばります。 
斉藤 修一 昔から提出物は締切日直前のくせがついていましたが、やっぱりニコニコも締め

切り直前でした、いまはほっとしています。 
河本 哲三 夫婦の誕生日の祝いをいただきました。ノーベル賞を 2 度もらったように嬉しく

思います。 
飯田 正行 会員の皆様のご協力でＲＩ会長賞をいただきました。昨日はサッカー日本代表と

ジャイアンツの勝利で喜びの三重奏でした。 
路川 淳一 大野さんすみませーん。一つ大事な説明を忘れました、メルセデスはエネオスヴ

ィーゴ等、化石燃料で動きます。大野さんを動かしてるアルコール燃料では動き

ませんので、絶対メルセデスには飲ませないでください。 
大野 治夫 一年間親睦委員会にご協力いただき、ありがとうございました。上野委員長お疲

れ様でした又ありがとうございました。来年も伊藤親分の下で頑張りますので、

引きつづきご協力を御願いします。 
下村 正  昨日、6 月 8 日、豊里ゴルフクラブにて、茨城県アマチュアゴルフ選手権大会の

予選に出場しました。長い距離、超速いグリーンにビビリながら、出だしの 1 ホ

ールは緊張のためＯＢを打ちトリプル、2 ホール目は池ポチャでボギーと 2 ホー

ル過ぎて 4 オーバー、今日もだめかと思いながらアウト 42、前半でややあきらめ

気分になりましたが、後半は気合を入れなおし気力をふりしぼってインは 38、8
オーバーの 80 でホールアウト、何とか 35 位以内に入り予選を通過、決勝に進出

することが出来ました。勝負は最後の最後まであきらめないこと、戦いの後の心

地よい疲労と、満足感でいっぱいの一日でした。 
   
 [編集後記]  
6 月 21 日、会報委員会の引継ぎをしました。ドメインの取得・ホームページの管理等について 
次年度会報委員会は優秀な会員がそろっていますので期待できます。 
 

プログラム（予告） 
  ６月２３日（木） R 財団奨学生一時帰国挨拶 二村太郎君 
           各担当委員長事業報告発表 
  ６月３０日（木） 岡添会長・飯田幹事退任挨拶 
            クラブ総会（事業計画・報告について） 

７月 7 日（木） 理事会 11 時～ 於・オークラ 4F 
           野堀会長・中山幹事就任挨拶 
           各担当理事事業計画発表 
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