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　11月になり大分肌寒い日が始まりました。お体に気をつけてほしいと思い
ます。
　地区奉仕委員長の鶴田様、奨学生の柴田様、本日はお出でいただきありが
とうございます。
　本日は理事会の前に同じアネックスで国際ソロプチミスト 23 周年記念式
典に出席して参りました。
　塚田会員の奥様が実行委員長ということで私もソロプチミストの名前は聞
いたことがありましたが、ロータリークラブと同じように女性の奉仕団体と
いうことで女性の地位向上と社会進出を取り組んでいます。今回もつくば市
に車をフィット 1台と筆談で話せる機械を 30 台を寄付したと記念事業とい
うことで報告がありました。そのようなすごい団体ということで改めて認識
致しました。
　毎月は要点の職業奉仕の在り方 ということで要点を話します

ロータリーアンはどのようにして職業奉仕を行うのでしょうか、行うべきなのでしょうか。ロータリーのサービスは、個人のサービス（ア
イ・サーブ）を主眼としています。特に、職業奉仕に関してはクラブの中や業界においてもサービスができるのは会員個人を措いて他には誰
も出来ないのだという認識が必要です。クラブという団体が会員に代わって職業奉仕（ウイ・サーブ）をしてあげる訳にはいきません。一人
一人がクラブ組織とは関係なしに自分の心で取り組んでいく以外に方法はありません。ここに、ロータリー運動の社会制度的な特質があるの
ではないでしょうか。
団体奉仕では 50 人からの人が集まって、たった 1 つの奉仕（サービス）しかできません。ところが、50 人の１人１人が 1 つの目標に向かっ
て行動すれば 50 通りの、いや 100 通りの奉仕（サービス）が可能ではありませんか。
団体奉仕では、100 丁の鉄砲を 1 つの大砲に変えるという考えですが、ロータリーは 100 丁の鉄砲を 100 丁の大砲に育て、1 つの鉄砲を 1 
つの大砲に育てるという考えです。
日本の第 2 代目ガバナーの井坂孝さん（横浜ＲＣ 1931-1933 年）は「人の為に尽くす道はいろいろあるが、日常不断にできるのは自分（個人）
の職業を通してのサービスだ。その実践こそロータリーの本領である」と言っています。
「職業・仕事」には business, occupation, profession, vocation という用語がありますが、ロータリーは vocation（天職という意味）を選びました。
1915 年サンフランシスコ大会で採択された 11 条からなる「職業倫理訓」の 1 条に、ロータリーアンが携わる職業は天から授かった職業で
あること、従って職業に貴賎はなく、仕事に愛を込めて職業を倫理的に営みなさいと書かれています。分かりやすいようにこれに関するエピ
ソードを 2 つ紹介します。
1 つは、ホワイトハウスの廊下の隅で、リンカーン大統領がしきりに自分の靴を磨いていました。通りかかった秘書が「閣下、大統領の身分
でそのようなことをなさるのは他人に見られたりすると具合が悪うございます。特に貴婦人の
方に…」。するとリンカーンは微笑みながら「ほう、靴磨きは恥ずかしいことかね。そりゃ少し違うよ。大統領も靴磨きも同じように世の為・
人の為に働く公僕だ。世の中に卑しい業というものはない。ただ心の卑しい人はあるものだがね」
2 つ目は、ロータリーアンである紙製造業者の話。
忙しい割には利潤の少ない業界で運の悪い星の下に生まれたと嘆いておりました。しかし、ある日、渾然と悟りを開きました。人々が毎朝食
べるパンを清潔な状態で食卓に届ける事が出来るのは、自分が作っている紙があるからこそではないか。
食事というのは単に食欲を満たすというだけでなく、神様が司るこの宇宙の秩序体系に起因している生命を維持するために食事を摂るのだと
考えると、食事を摂ることは一つの宗教的な儀式ということになります。
欧米では一般にそう考えられ、儀式に行くにはスーツを着て正装で食堂に行かなければなりません。また、使用される食器や材料は清潔なも
のでなくてはなりません。彼は清潔な状態で食卓に運ぶには、自分が作っている紙があればこそと悟りました。
それ以来、彼は紙製造を自分の天職と考え仕事に愛を込めて一生懸命働くようになり、会社は悠々と栄えて行きました。
紙を作って商っていることは悟りを開いた前後と何も変わっていません。然し悟りを開いた後の彼の仕事に対する取り組む姿勢，覚悟は正に
職業奉仕の中に入って来るのではないでしょうか。その結果、そのロータリーアンの職業を栄えさせることになるとロータリーは説いている
のです。
これまで、ロータリー運動の原点は職業人の倫理向上運動であると述べ、ロータリー根幹，目的である職業奉仕について説明しました。ロー
タリーをもう少し知るためにもう一つどうしても知っておく必要があるのは、例会出席の意義です。



TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 
2019-20 皆葉年度 　『ロータリーを考える』

会報　VOL.17

ロータリー特別月間　11月：ロータリー財団月間ロータリー特別月間　11月：ロータリー財団月間

鬼沢　一彦　幹事報告

第 5回理事会報告をさせていただきます。
 ・12 月プログラムの件
 ・つくばマラソンエイドステーション設置の件
 ・経済アナリストによる講演会決算報告の件
 ・2020、21 年地区委員推薦の件
 その他
  ・ボーイスカウト運動へのご支援のお礼の件

感謝状授与式
日本ボーイスカウト茨城県連盟
　つくば第３団団委員長　八代　健彰　様

茨城県のボーススカウトつくば第 3団は 17年前に発足し、当初 45名でス
タートしたのですが、今は 150 名になりました。表彰状を立て続けに頂き、
それもひとえにつくば市の発展で、唯一伸びているボーイスカウトがつく
ばの第 3団ということです。皆様のお力添えを頂いてここに至る訳です。
本当に今までの感謝の意を改めて、100 名を超える会員の総意をここでご
披露させていただきます。
今後ともよろしくお願い致します。

会員誕生日
大里　喜彦会員　5日
山口　一也会員　5日
増山　栄　会員　6日
冨田　浩司会員　8日
木村　英博会員　17日
赤荻　秀康会員　21日
高田　稔美会員　21日

奥様誕生日
川﨑　憲子　　様　1日
飯泉　直子　　様　1日
村上　かをる　様　1日
吉岡　京子　　様　10日
吉岡　鞠子　　様　11日
古本　彰子　　様　12日
宮川　麗子　　様　14日
圡田　香織　　様　15日
齊藤　理恵　　様　17日
伊藤　理美　　様　26日
塙　久美子　　様　28日

ご結婚祝い
赤荻秀康　・　百合子夫妻　9日
塚越俊祐　・　悦子夫妻　　18日
川﨑庄一　・　憲子夫妻　　19日
塙　　徹　・　久美子夫妻　21日
青山大史　・　静代夫妻　　22日
飯泉智弥　・　直子夫妻　　25日
中野　勝　・　真粧美夫妻　26日
高橋　功　・　亜由美夫妻　26日

10月度　会員・奥様誕生日・ご結婚祝い

おめでとうございます！！
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ロータリー財団奨学生　卓話　芝田　共宏　様

　私は筑波大学で国際政治学の中の１分野で安全保障研究を７年間研究し、グロー
バル補助金の六つの重点分野の中の一つ「平和促進と紛争解決」とこれに関連する
研究をシカゴ大学で 1年間させていただきました。
　学位留学について皆様に知って頂き、グローバル補助金についての奨学金として
の活用の意義についてご紹介します。
　日本人で アメリカに留学している方は一番多く、留学生のうち 1/3 がアメリカ
留学です。アメリカでは留学生数は約 108 万人で、そのうち日本人留学生が約 1万
8,000 人、全体の約 1.8% です。国別では 8位になります。
　色々な留学があり、官僚の方の留学や、MBAを取得するためのビジネス留学、簡
単な語学留学、学部間の交換留学、私のような大学院の学位留学があります。大学

院へ学位留学は約 3000 人になります。国別の大学院になると留学生の 1%を切ります。私のような学生で大学院に学位留学をするとい
うのは本当に少数派なのです。
　少数の理由が入試までの厳しい狭き門で、学部で良い成績を取り、TOFEL や GRI の難易度の高い試験を高得点を取り、さらに有名教
授による推薦を受け、合格率も本当に低いからです。ハードルがとても高く、学費の問題にもあります。学費は約 50年スパンで上がり、
ここ 10～ 20年でも本当に 2～ 3割の学費が上がり、かなり厳しい状況になります。
　州立大は公立なので安いイメージはありますが州外出身の学生には高い授業料の設定で留学生も含めて高めとなります。 
　アメリカの博士過程のトップスクールに入れると全額学費が免除で生活費も保証されるので私もそこを目指しています。
　アメリカの場合は年間 30～ 50 万の大学指定の保険に加入し、家賃もワンルームで約 10万円程かかり、非常にお金がかかります。そ
れに対して国内での学位留学生の応援するような奨学金事業はあまりありません。
　私は一番困難なトッププログラムで学位を目指していますが、将来的に国際的に活躍される方はこのような道を通ります。
　その中で金銭的に余裕がない学生を支援していただけるのは本当に有意義なことです。3万ドルでグローバル補助金、留学生の資金の
ことを考えていただければ、奨学金を使うというのも一つ選択肢ではないでしょうか。また博士課程の場合で学費免除があっても、保険
の問題や家賃の問題などがあるので、そういう学生へ若干のサポートがあると学生はありがたいとことになります。
　私の留学報告です。留学先はシカゴ大学、米国のイリノイ州で1年間勉強してきました。シカゴ大学は日本であまり知られていのですが、
世界では有名な大学で、ノーベル賞関係者 100 名の有名な大学で 、私の専門の国際政治のプログラムも非常に歴史が深い全米最初のプ
ログラムになります。私の指導教員でがミアシャイマー教授で、リアリスト・国際政治理論家として有名で年配の先生ですが、バリバリ
やられていて色々と指導していただきました。
　そして勉強ですが各学期３つずつの授業で少ない印象ですが、本当に侮れなく予習復習に膨大な時間がかかり、週末は予習復習、授業
では積極的に発言して、語学の面でもかなり厳しい状況でした。1年間に 155 冊シカゴの大学の図書館で借りました。購入した本も 40
冊以上あります。また大学で蔵書がない本を他の大学から借りて読んだり雑誌論文も PDF で2～300本、とにかく読んで勉強もしました。
　あとシカゴは寒く、時には南極より寒い日などもあり、大学も休校になったりといろいろ本当に大変だったのですが、ホストのロータ
リークラブのリトルビレッジの方々が本当に親身になって助けてくれて、本当に何から何までサポートしていただきました。
また定例会以外にもチャリティー活動に参加したり、少しでも助けになればと色々参加しました。5月には大里前会長、大堀様、伊藤様
が来てくれて親睦会も開くことができました。
　生活に厳しい状態である事を理解してくださったロータリークラブのリトルビレッジの方々が自主的に献金パーティーみたいなのを開
いていただき、集まった資金を奨学金として追加で支援して頂きました。
　さらにプライベートでもご自宅に招かれたり服を頂いたり水族館や博物館本当
に色んな所に連れて頂きました。
　以上のような形で、つくば学園ロータリークラブの皆様から貴重な財源を支援
していただき、リトルロータリービレッジの皆様から心温まる歓迎とサポートし
て頂き、両方の援助がなければ充実した留学生活がなかったと常々思います。
　最後に私は大学の 1年間のプログラムの 2年目に残れる特別の選抜メンバーか
らは漏れてしまったのですが、12月にあるの来年の PHGに応募して 10校ほど出
す予定です。　うまくいけば来年の秋にまた留学して、そして今回の貴重な経験
をロータリー財団の奨学生であったことを忘れずこれをこの経験を生かして研究
に励んでいく所存です。ありがとうございました。



つくば学園ロータリークラブ 『ロータリーを考える』
〒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１３６４－１

TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I.

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/

ロータリーは世界をつなぐ

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

https://www.rotary.org/ja

2019-20 年度　中村　澄夫ガバナー　地区スローガン　

人、学びて更なる奉仕
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

It is the 34th year since 1986
2019-20 皆葉年度　『ロータリーを考える』

2019-20 年度　Ｒ I テーマ　マーク・ダニエル・マローニー

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

88 55 32 0 3 4 70.23%

プログラム予告
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11 月 14 日 18:30 ～ 21:30 移動例会　招待卓話：講談で学ぶロータリー女流講談師 室井琴鶴先生「ポールハリスとロータリー」
       会場：ホテルグランド東雲
11月 21日  休会（11/3（日）へ振替の為）
11月 27日 19:00 ～ 00:00 移動例会 ３クラブ合同夜例会 会場：ホテルグランド東雲
11月 28日  休会（11/27（水）へ振替の為）


