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招待卓話

会長挨拶

会長挨拶／幹事報告／会員・奥様誕生・ご結婚お祝い
特定非営利活動法人アイセック・ジャパン筑波大学委員会 活動報告
／ニコニコボックス・他

2018-19 年度

大里

喜彦

会長

先月の第一例会は白内障手術のため欠席させて頂きました。
3 月・4 月は別れと出会いの時期で、あいにくの事ですが、
前回東京ガス LNG 基地を案内してくれました尾形会員か会社
の栄転で本社に戻られる事となりました。

また入れ替わりで新しい方が入会していただけるということ
で期待しております。そして小關先生から出席免除会員への
申し出があり、長年貢献していただきましたので理事会で出

席免除会員の承認がでました。寄付も頂き、これを理事会で

どういった形で使用していくか、考えていきたいと思います。
私の希望は 35 周年に向けて何かいいことができたらいいの
かなと思っております。

先生にも御礼を申し上げたいと思います。

本日より楽しみの野球が始まります。これから残りは例会と
野球観戦と頑張って行きます。

尾形

和彦

会員

ご挨拶

皆さん LNG 基地の方に多数お越しいただきまして本当にあり

がとうございました。この場をお借りしまして御礼申し上げ
ます。

入会してから 8 ヶ月。このつくばから去ることになり、東京
港区にある本社に異動となりました。短い期間で何の役に立
てることもできませんでした。この短い期間で皆さんから大
変親切にしていただき、ご指導いただきました心より感謝申
し上げます。

後任を推薦をさせていただきました。荒と言いますがこれか

らも引き続き皆様のご指導いただきますよう何卒よろしくお
願いいたします。皆様のご健康とご発展を祈念させていただ
きたいと思います本当にお世話になりました。

尾形

和彦会員

ありがとうございました！

ロータリー特別月間

３月：水と衛生月間
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３月度会員誕生日・奥様誕生日・結婚記念日
会員誕生日

奥様誕生日

結婚記念日

石井

一

会員

2

野堀

敏子様 8

吉岡隆久

京子夫妻

1

海堀

敏光会員

6

浦里

晴美様 27

西村孝広

美穂子夫妻

1

野澤

俊夫会員

7

増田

正子様 28

伊藤麻夫

理美夫妻

3

皆葉

真治会員

8

村山

春香様 29

高野勝憲

綾子夫妻

5

下村

正

会員

14

中田勝也

純子夫妻

15

大木

康毅会員

14

飯田

正行会員

19

宮本

学

25

会員

招待卓話
特定非営利活動法人
アイセック・ジャパン
筑波大学委員会

鈴木

良祐

様

アイセックジャパンは世界 120 カ国の 127 万人のメンバー
で構成される世界最大の学生団体で私が所属しているのが、
アイセックジャパン筑波大学になります。
国際社会の実現を目指して海外行き、アイセックジャパン事
業として主に海外からの派遣の受入れ事業や、海外先への受
入の確保事業を行ない、派遣されたメンバーは海外現地でリー
ダーシップを発揮しながら事業活動を行います。
筑波大の委員会のインターンシップの報告です。
つくば学園 RC 様より 5 万円の寄付を主にメンバーの活動費
に使います。

今、カンボジアにて教育系の NPO 法人を行っています。
主に学校に通うことができない子供達がいる地域で教育の水
準をあげることの活動をしています。
報告では楽しそうに子供達と写ってる写真が送られてきます。
教育水準を上げるための活動の施策を打っていくことになっ
ています。フィリピンは大学院生が海外インターンシップに
行っていて人口増加に対するホームレス化の解決をしていき

ロータリー特別月間

３月：水と衛生月間
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たいと、実際に現地に行って実体験をしフィリピンインター
ンシップに行ってよかったというその実経験談を伝えていた
だきました。
受け入れ事業の紹介
山口県の旅館では主に海外観光客が増えているということ
もあり、海外留学生を受け入れたいという要望があります。
海外観光客が増加中に社内をグローバル化したいという大き
な要望がありました。効果としては従業員が英語を勉強しよ
うと刺激もらったという話も聞きしました。受け入れは 二人
の中国のインターン生を受け入れる形になり中国語、英語、日本
語と語学に優れたインターン生で、インターンシップのテーマは
旅館で働きながらその地域の魅力を海外に発信し、地域を盛り上
げるというテーマを持って行っていました。日本のおもてなしに
関すること、インターネットの情報や実際に会話することで得た
成果を、ホームページを英語に翻訳した形に直して公開するとい
う形を取っていました。実際におもてなしをしながら、通訳をお
こなうなどと行なっていました。
実は日本は受け入れがすごい活発だと思われていて、おもてな
しがある日本の伝統的な文化に関心があり、旅館などで働きたい
というインターン生が多い感じがします。
次にある企業ですが、進んで海外研修生の受け入れをしていま
すが、日本人には判らない発展途上国に起きている課題分析をし、
そこでいいアイデアや日本にないユニークな提案が出たものを企
業の形としていくことをしていました。インターン生は日本語が
喋れないのに、それを乗り越えるコミニケーション能力がすごく、
社内のスタッフもすごい影響を受けたと報告を受けています。
日本への参加の動機は日本の文化や先進国の技術、テクノロジー
発展してる技術を受けたかったと報告を受けています。
優秀な海外の学生の斡旋が可能で、126 の国と地域で活動し、
世界各国の優秀な大学にアイセックは所属しています。社会課題
の第一歩という形で使っていただければと思います。
初めて海外学生を受け入れる企業様は、受け入れに不安がある
と思いますが、しっかりと活動していただけるかなどの情報を持っ
ていますで、しっかりバックアップしていきたいと思います。
最後に
主に二つの想いお願いがあります。
ロータリークラブ会員様企業では海外学生の受け入れをご検討い
ただきたい事、アイセック筑波大学委員会の協賛の継続を是非よ
ろしくお願いします。

ロータリー特別月間
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ニコニコボックス
村上 憲範 会員
コメントなし
鈴木 一雄 会員
ご飯食べたら先に帰りますごちそうさまでした
飯田 正行 会員
誕生祝いありがとうございます。大病から 8 年経ち 63 歳になりま
した。まだまだ世にはばかります
下村 正 会員
3 ／ 7 ロータリーワカサギ釣り & スキーツアーが今シーズンの最
初で最後のスキーになりました。塙さん鈴木さんお世話になりま
した。
長瀬 行弘 会員
インドアのトレーニングはしっかりやっているつもりでしたが 3
月 17 日洞峰公園でのリレーマラソンで右足の靭帯を痛めてしまい
ました。
「何事にも驕ることなかれ」ですね
高田 稔美 会員
先日は東京ガス様の祝案お世話になりました。仕事柄しびれる年
度末 4 月中旬までしっかり仕事します
齊藤 修一 会員
久しぶりのオークラ会場での例会です。思えば 2 月 23 日インター
シティーミーティング以来です。何故か遠い昔のことのように思
います。歳をとると時間の流れが速く感じるとか、わずか 1 ヵ月
前なのですがね。大里会長、中野幹事、1 年なんてあっという間で
すね。もう終わった気でいませんか。最後の 3 ヶ月気を引き締め
て頑張ってください。
前島 正基 会員
本日はアイセック報告ありがとうございました。ますますの発展
を期待しております（小城年度 国際奉仕委員長）
広瀬 貴之 会員
先日の例会のたくさんの方々にご参加いただきましてありがとう
ございました。特に釣りの方は自分を釣ったり、足を釣ったりと
厳しい成果ではありましたが、ある方の針に魚が引っかかってく
れたので ” ほっ ” としました。今度は釣れる魚で企画したいと思い
ますのでよろしくお願いいたします。また尾形さん短い間でした
が有り難うございました。
塙 徹 会員
3 月 22 日の職業奉仕・職場訪問での東京ガス LNG 基地研修お疲
れ様でした。また懇親会の盛り上がりありがとうございました。
ひげ親じ ( 浦里 浩司）会員
先日は私のあずかり知らぬところで大炎上されたようですね。家
内から「あなたが知らなくて良かったんじゃないの」と言われま
した。無事鎮火してよかった。
PS 家内 誕生祝いのお花ありがとうございました。
五十嵐 徹 会員
ニコニコ大賞初受賞！ありがとうございます。
野堀 雄樹 会員
尾形さん、本社へのご栄転おめでとうございます。公私に渡り大
変お世話になりました。ますますのご活躍お祈りしております。
村上 義孝 会員
先日は妻のお誕生日のお祝いお花をいただきましてありがとうご
ざいました。
石井 一 会員
誕生日プレゼントありがとうございました。55 歳になりましたが
これからはお酒を少しでも控えていきたいと思います
吉岡 隆久 会員
結婚祝いありがとうございます結婚して 9 年になりました来年は
10 年のイベントを考えなければなりならないと今から恐れていま
す。
磯山 正蔵 会員
平成最後かな、本日の例会 10 年 3 月入会。早 21 年。楽しい思い
出ありがとう。新年号は何になるか？楽しみにしてますヨ！

３月：水と衛生月間
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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

90

68

22

5

2

2

77.27%

プログラム予告

04 月 04 日 11:00 ～ 11:35 理事会 ◎大里年度

第 10 回理事会 2018-19 年度役員・理事

11:40 ～ 12:20 ◎次年度第 1 回（事前）理事会

プログラム委員長、親睦活動委員長

2019-20 年度役員・理事

04 月 04 日 12:30 ～ 11:30 例会 会長挨拶 新入会員卓話 ※会員・奥様誕生結婚祝、2 月ﾆｺﾆｺ大賞
04 月 10 日 18:00 ～

「次年度クラブ協議会」会場 ホテルグランド東雲 小会議室 2019-20 年度各委員会委員長各位

19:00 ～ 21:00 移動例会「つくば OAK ライオンズとの合同観桜会」会場
04 月 11 日 休会

4/10（水）に振替の為

04 月 18 日 19:00 ～ 20:00 移動例会「3 クラブ合同例会」会場
04 月 20 日

ホテルグランド東雲

地区大会

第 1 日目

会場

04 月 21 日 08:00 ～ 17:00 移動例会 地区大会第 2 日目

オークラフロンティアホテルつくば アネックス「昴西」

水戸プラザホテル
会場

※地区役員及びクラブ会長・幹事が出席

茨城県民文化センター

※全会員出席

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
に
ーション
レ
ピ
ス
イン
なろう

2018-19 年度

高橋賢吾ガバナー

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

2018-19 年度 RI テーマ
BE THE INSPIRATION
https://www.rotary.org/ja

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/

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/

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

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

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１３６４－１

