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楽しく活動・そして街のために！
TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. It is the 33th year since 1986 
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ロータリー特別月間　9月：基本的教育と識字率向上月間

2018年９月 13日・20日

今日は第六分区ガバナー補佐として、10月の公式訪問の事前調査と
して、来ています。質問を受けていますので、この後、大里会長にお
伝えし、ガバナーに素晴らしいクラブだと知ってもらえるようにした
いと思います。先週は土浦南 RCに事前訪問に行って来ました。
土浦南 RCは９５名を目標に活動しているようです。そして例会の様
子はというと、テーブルの数が等クラブの約２．５倍くらいの数がで
ていて、どうやら出席率が高いようです。会員数も地区では一番多く、
等クラブも追いつき追い越せで頑張って欲しいのですが、出席率が土
浦南 RCの方が良いようです。ガバナー公式訪問ではできれば８割の
出席率を見られるといいと思います。
本日はフリーアナウンサーの鈴木もえみさんに来ていただいていま
す。この後に IMの打ち合わせを予定していますが、来年の２月２３
日にオークラで行う予定としています。実は 2月 23 日はロータリー

クラブが誕生した日です。記念すべき日ですので、いろいろ考えすぎずに決められればと思います。
本日はよろしくお願いします。

青少年交換委員 2018 − 19 委員長　藤田玲子様（水戸好文 RC）　卓話

増山　栄ガバナー補佐　挨拶

青少年交換プログラムというのは学生を短期（８日間）と長期（１０ヶ月〜 1
年）海外に派遣をし、海外からの学生を受け入れる活動を行なっている委員会
です。最近は交換プログラム活動をしているクラブが減少して来ていますが、
逆に１０数名しかいないクラブでも受け入れてみようと名乗り上げて来てくれ
ているクラブも出て来ています。地区全体で学生を受け入れようという動きも
出ていますので、是非つくば学園ロータリークラブでも受け入れ活動を行って
くれるようお願いにあがりました。
２人の話を聞くとひとまわりもふた回りも成長して帰って来ています。このプ
ログラムを絶やすことのないように、できることなら派遣できる国を増やしな
がら留学生を多く受け入れられるようにできる環境をつくっていきたいと考え
ています。みなさまのご協力の程、よろしくお願いします。
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ROTEX　2018-19 年度委員長　根本　蔵様　卓話
私は 2年前にアメリカに行ってきました。
英語の発音がなかなか聞き取れず、コミュニケーションに悩みま
した。でも壁を乗り越えた時、ブレイクスルーとなり、アメリカ
に行ったことで変わることがでると実感しています。
青少年交換プログラムを行う前と行って来た後の結果を報告した
いと思います。
今考えると行く前は”お山の大将”状態でした。私は勉強もスポー
ツもある程度できていました。そのような私が留学をしてみると、
実際の英語は聞き取れず、何を話しているのか理解できない状態
でしたので、現地ではなかなか友人もできない状態、なかなか厳
しい状態に追い込まれました。英語さえ出来ればと思い、頑張り
ました。言葉を交わすコミュニケーション能力が大切だと実感し
ました。
交換留学では、中国の方とも知り合いになりました。彼は小さい
頃は日本に対して良いイメージを持っていなかったが、私と接す
ることで、悪いイメージからいいイメージに変わったと言われて
すごく嬉しかった。そして、一人ひとりがお互いにコミニュケー
ションを取ることによって、今まで持っていた偏見を払拭できた
事は本当に凄いことだと実感しました。
日本人、中国人、アメリカ人などはどうでもよく、今持っている
偏見を取り除いて、一人の人間として向き合うことで、どのよう

な人でも仲良くでき、そういう小さなことの積み重ねが、国際
交流や平和につながるのではないかと感じました。
どこにいても人と人との繋がりなんだなと強く感じました。
帰国してからは ROTEX に所属して、これから海外に行く留学
生のサポートなどをしています。
この交換留学はこれから社会に羽撃く青少年たちが国を超え
て、人との繫がりや関わりを学び、そして一生を通じてグロー
バルな価値観を持つことができるプログラムです。
今の私の問題は逆カルチャーショック（帰国した時に日本との
価値観の違いでギャップを感じてしまうこと）ですが、留学先
で培ったオープンなマインドを持ちつつ、国を超えたコミュニ
ケーションを続けていこうと思います。

ROTEX　2018-19 年度委員長　山田　空様　卓話
しえる

　本日は貴重な時間いただきありがとうございます。私は交換留
学でフランスに行っていました。現在は茨城大学に通っています
が、2年前にロレーヌ地方に派遣させて頂きました。留学期間は
３ヶ月１クールの単位で、フランスでは現地の学校に通い、現地
の方達にも良くして頂き、本当に楽しく留学させていただきまし
た。
フランスでは部活というものが無く、部活の代わりにインターア
クトクラブで活動させていただきました。そして現地の仲間と一
緒に千羽づるの折り方を教えて広島に送ったりしました。1年を
通じて本当にいろんな経験をさせていただきました。
　このロータリーの交換留学は、行き先の国の方との１ヶ国との
交流ではなくて、さまざまな国の方と交流が持てるということ、
個人で留学に行くと、１つの国の方との交流になりがちですが、
この留学は、さまざまな国から交換留学生を受け入れているので、
私の場合は１８カ国の方と知り合えて交流を持つ事ができまし
た。おかげで、フランス語だけでなく英語でのコミュニケーショ
ンを取る事ができ、いろんな国の事を知ることができました。こ

のプログラムの良いところは預かり先がロータリアンの家なの
で、保護者としても安心して留学させられるという事です。交換
留学が終わった後は、一時活動と停止していた ROTEX に入り昨
年度、活動を再発足しました。。
現在は委員長と私を含め５名で活動をしています。
ROTEX としての活動はクリスマス会を開催したり、帰国時にお
別れ会を開いたり、ライラにも参加しています。

私のこれからの活動
は、交換派遣候補生の
アドバイザーとして派
遣していきます。
現在は人数が少ないの
で、仲間をどんどん増
やしていろんな活動し
ていけるよう頑張りま
す。

ROTEX
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ROTEX 2018-19 年度副委員長　山田　空（やまだ　しえる）さん
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9 月 20 日　職業奉仕例会　裁判所見学

裁判所見学をさせて頂き
ました。お忙しい中ご参
加いただきましたみなさまありがとうございました。

裁判の予定が掲示
されてました。掲
載されない方がい
いですね。

このような衣装もお借りして、着
ることができました。高田裁判長
です。（右）

清水親睦委員長
懇親会の設定ありがと
うございます。

鈴木一雄会員写真撮影ありが
とうございます！
アップで自撮り！？

みなさん、本当に楽しく親交
深めています。

ニコニコ BOX
青少年交換委員会
本日は３名でたくわをさせて頂きます。
よろしくお願いいたします。

皆葉　真治会員
藤田委員長、根本君、山田さん、本日はありがとうございま
した。

山崎　幸登会員
9 月の第お１周の例会を休ませて頂きました。京都での細胞再
生医療学会に参加して来ました。
シルバースポンサーとしての役割をこなして来ました。
本日は、誕生記念のお酒を頂きました。ありがとうございます。

尾形　和彦会員
つくば市で開催されたセキショウチャレンジテニスオープン
で、女子新フルで優勝したワン・シウ選手が全米オープンジュ
ニアで優勝されました。つくばから世界へ素晴らしいステッ
プアップです

高田　稔美会員
本日は 2年振りのカメラ小僧です。腕がなります。うまく撮
れてると良いのですが・・・。

鈴木　一雄会員
本文無し

いつも会場設営ありがとうございます！！



つくば学園ロータリークラブ 楽しく活動・そして街のために！
〒 305-0051 茨城県つくば市二の宮 1-10-1 ヴェルドミール 105 号室 
電話 029-858-0100 FAX 029-858-0101

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
茨 城 県 つ く ば 市 吾 妻 １ 丁 目 １ ３ ６ ４ − １

インスピレー
ションに

なろう
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無断欠勤ゼロ・出席率向上を目指して

プログラム予告

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
公開	 https://www.facebook.com/tsukubagakuenrc/?fref=ts
非公開	 https://www.facebook.com/groups/1482018048750125/?fref=ts 公開 QR コード 非公開 QR コード

友好クラブ
第 2650 地区
京都山城ロータリークラブ

つくば学園ロータリークラブ
ホームページもご覧ください
http://www.46gama.com/
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2018-19 年度　RI テーマ
BE THE INSPIRATION

http://www.kyoto-yamashiro-rc.com/

https://www.rotary.org/ja

2018-19 年度　高橋賢吾ガバナー　地区スローガン　

ロータリーの心と力を地域社会へ
http://www.rid2820.jp/

４つのテスト
 １．真実かどうか
 ２．みんなに公平か
 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

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 無断欠席数 出席免除数 メイクゲスト 出席率

89 65 24 5 2 4 79.31%

プログラム予告
09月 20日	 14：00　〜　16：30	 移動例会		 裁判所見学および懇親会
	 	 12：00	東雲集合	14:00 冒頭説明、案内DVD視聴、法廷見学、刑事裁判傍聴	18：00	懇親会　20：00	解散
09月 27日	 12：30　〜　13：30	 移動例会　招待卓話「茨城いのちの電話の概要と現状について」　
	 	 	 	 	 	 	 茨城いのちの電話事務局長　多田博子氏　会場　グランド東雲
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