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来賓ご挨拶

　つくばサンライズ RC 会長の小林です。本日は例会にお
招きいただきありがとうございます。つくばサンライズ RC
は雨宮直前会長が長年会長を務めていましたが、今年度は
私が会長職を務めます。つくば学園ロータリークラブ様と
は、今までと変わらずのお付き合いをさせて頂きます。
今後ともご支援の程、よろしくお願い致します。

　つくばサンライズ RC 幹事の芝です。半年前に入会し、
幹事という職に就きました。本当にわからないことばかり
で、皆様のご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願いいたします。

つくばサンライズRC
会長　小林　良誌　様

つくばサンライズRC
幹事　柴　千恵　様
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ロータリー財団奨学生　芝田 共宏様　ご挨拶

本日はご招待いただきありがとうございます。前回お伺いしたのは昨年末の
クリスマス例会で、その時点では申請をしたところで、所属大学が決まるか
決まらないかという最中でした。今年の春頃に、ジョージタウン大学からオ
ファーをいただき、進学することになりました。優遇も受けることができ、シ
カゴ大学時代より金銭的に余裕がありますが、それでもワシントン DC 近郊は
非常に家賃が高いところで、資金面の援助を外部からいただかないといけな
い状態でした。ロータリー財団の皆様から奨学金をいただき、安心して勉強
することができます。本当にありがとうございます。

本日は、ジョージタウン大学と所属する博士課程についてご紹介致します。
ジョージタウン大学は創立 1785 年ワシントン D.C. に位置するアメリカでも
珍しいカトリック系の大学で、首都三大大学のひとつです。学生は院生の方が
多く1万人超えています。そして国際関係には世界的に非常に有名な大学です。　
ワシントン D.C. は東海岸にあるのは把握していましたが詳しくは知りません
でした。東海岸を北方面からボストン、ニューヨーク、フィラデルフィアそし
てワシントン D.C. の順で、四季があると聞いています。大学から歩くと１時間
かからない距離にホワイトハウスがあり、大学とホワイトハウスの間くらいに

住居を探しています。現地の私の受け入れ先のロータリークラブはロータリークラブ ・オブ・キャピタルヒルクラブというところで、
非常に格式の高いクラブとのことです。
ジョージタウン大学の著名な卒業生は現防衛大臣の河野大臣と、現時点の群馬県知事の山本知事です。日本官僚の方も多く在籍し
て修士取得しています。国連関連で緒方貞子さん・中満泉さんが有名でロータリーの奨学金を受けてジョージタウン大で学ばれたと
言われています。
博士過程は、PH.D で少数精鋭で 10名程度です。課程は 120 のプログラムがあります。5年間長いプログラムの流れは新入生は学
部全体で学生を決定します。理系は研究室のボスがこの学生を入れたいとなるとその学部に入れます。文系は一括の COMMITTEE のイ
ンカレの教員が話し合って決めます。最初の 2年間は厳しいコースワークを行い、終了後に 2年間しっかり身についたかどうかの試
験があります。落ちるとと退学になります。合格で3年目から博士候補の肩書きを名乗ることができ、論文執筆に入ることができます。
所属する政治学の特色をあげますと一括で取るので先生皆さんに認めていただく必要があるので入学審査が非常に厳しく、GRE と
いうセンター試験のような試験があり、バーバルというの非常に難解なテストで高いスコアを求められます。その勉強が非常に大変
でした。
最後に私の政治学の分野ですが、アメリカ政治の国内・国際政治、国際政治の中の国際関係理論という基礎理論と安全保障があり
ます。現在起きている政治のことを理論的に考えて、今後どのようなことが起こるのか予測し、それに対して対抗手段を取れるのか
理論的に分析するそういう研究を行っていきます。ロータリークラブに少しでも貢献できるよう勉強を続けてまいります。
どうぞ皆様、宜しくお願い致します。ありがとうございました。

ジョージタウン大学と所属する博士課程について
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事業継続計画発表
社会奉仕委員会　菅原　俊委員長

　今年も補助金事業の「ロータリーの森創生事業」は開催予定をしています。会員の皆様どうぞご尽力お願いします。
つくばの国際理解推進事業としてつくば市国際交流協会、乳がん撲滅運動、自殺予防活動、薬物乱用防止活動、献血活動への支援を
予定しいます。今年度はつくばマラソンが中止になり、エイドステーションの代わりに大里直直前会長がつくば青年会議所・つくば
OAKライオンズクラブとの災害援助総合協定を締結しました。今年度は協定について我がクラブがどのように活動できるかを皆様か
ら意見をいただき、計画するところまでいかないかもしれませんが、形になるように論議していきたいと思っています。
1年間よろしくお願いいたします。

国際奉仕委員会　古本　朝彦委員長
　筑波大留学生または JICA との交流会の実施、この指とまれプロジェクトの政策、緊急災害に対する援助協力を内容で事業計画の
方は提出しましたが、このご時世の為、交流会など非常に難しい状態と考えています。その辺りは適宜代替案を考えて活動していけ
ればと思います。また、つくば在住の外国人で食料に困っている方々の支援の話が来ています。その支援ができないか次回の理事会
で議論させていただきます。また緊急災害に対する援助協力を理事会で事後承認頂いています。

青少年奉仕委員会　飯泉　智弥委員長
　ローターアクト例会の開催、会員増強の協力を一緒に活動していきます。
　ロータリー青少年指導者養成プログラム・RYLA（ライラ　ROTARY YOUTH LEADERSHIP AWARDS）の参加は今年度は地区の開催が検討中
ですがリモートで開催になると思いますが参加していきます。つくば市青少年育成活動事業として「中学生と語る会」の開催協力、
豊里中学校で開催してきた行事をつくば学園ＲＣとして活動していますが、要請があった場合は協力の是非も含め内容の検討をしな
がら、職業奉仕委員会と合同で開催します。筑波ジュニアオーケストラの支援ということで楽器の寄付を考えています。こちらは現
在つくば市を中心とした小・中・高校・大学生まで 80名程度のメンバーで９月 27日に公開無しで演奏会を映像配信という形式で行
うということで進めています。日本ボーイスカウト茨城県連盟第 3団のアカゲラの森の設備の協力をします。
よろしくお願いいたします

ニコニコBOX
鬼沢　一彦会員 慰労会、①慰労していただきありがとうございました。②利用いただきありがとうございました。
   ③何事もなくてありがとうございました。
浦里　浩司会員 つくばサンライズ RC小林会長、柴幹事様、財団より黒木様ご来訪ありがとうございました。
  また財団奨学生の柴田さん、コロナに気をつけてご活躍をクラブ関医院 1弾期待しております
林　康夫　会員 本来なら東京オリンピックが開催されていたはず・・・今年は皮肉にもまだ涼しいですね
木村　英博会員 本日はサンライズ RCより小林会長、柴幹事、財団より黒木さん、そして柴田さん、
  ようこそつくば学園ロータリークラブへ♡
  一年間どうぞよろしくお願い申し上げまーす。レッツトライ！ワンチームで
村上　義孝会員 この度、障害者の就労支援施設　あいホーム石岡がオープンしました。
  障害者の皆さんに楽しく元気に働いてもらっています。
長瀬　行弘会員 近頃はすっかり家族にも誕生日のお祝いをしてもらえなくなりましたが、昨夜思いかけず食事会で
  お祝いして頂きましたありがとうございました。マンゴーケーキがとても美味しかったです。

本日のご来賓
つくばサンライズ RC 会長　小林　良誌様
   幹事　柴　千恵　様
国際ロータリー第 2820 地区ロータリー財団 奨学金・学友担当
所属：水戸西 RC  黒木　雅宏　様
ロータリー財団奨学生 芝田　共宏　様

国際ロータリ第 2820 地区ロータリー財団 奨学金・学友担当
所属：水戸西 RC  黒木　雅宏　様



つくば学園ロータリークラブ『レッツトライ！　ワンチームで』
〒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：ホテル日航つくば
茨城県つくば市吾妻１丁目１３６４－１
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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/

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

https://www.rotary.org/ja

2020-21 年度池田　正純ガバナー　地区スローガン
ロータリアンのイノベーション・磨こう人間力！

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
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2020-21 年度　Ｒ I テーマ　ホルガー・クナークＲＩ会長 第２８２０地区
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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

86 56 30 3 4 4 73.17
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08 月 06 日 11：00　～　12：00　　 第 2回理事会　役員・理事メンバー各位、プログラム委員長、親睦活動委員長

08月 06日 12：30　～　13：30　　 例会　会長挨拶　会員増強月間に因んで「中野委員長」　会員奥様誕生・結婚祝、7月ニコニコ大賞

08月 13日  休会　休会（8/22 へ振替の為）

08月 20日 12：30　～　13：30　　 例会　招待卓話「内田彰子氏（筑波大学医学部卒）」「オリンピックの危機管理について」

08月 22日 18：30　～　21：00　　 移動例会　「浦里年度納涼祭」会場：ホテル ベストランド前ビアガーデン ※雨天決行

08月 27日 12：30　～　13：30　　 例会　クラブ総会・2019-20 年度　決算及び監査報告・2020-21 年度　予算 ( 案）について


