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 ９月４日（木） 上野年度９月第１例会報告 

会 報 

つくば学園ロータリークラブ    

  

 

 

It is the 23rd year since 1986 TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

  上野会長挨拶 

９月４日の第１例会は、会場を「山水亭」様に移して行われた。会場がい

つもと違うだけでも、参加する会員もまた違った雰囲気や気分を味わうこ

とができ、大変いいのではないかと感じた。君が代、ロータリーソング斉

唱のあと会長挨拶があった。冒頭ローターアクトの例会に出席されて活発

な活動の様子を見てこられた感想を報告された。また、上野会長自身がハ

ワイやアメリカで出席したＲＣの例会での経験談が披露され、バイキング

形式の食事であったり、ケーキと紅茶だけの人がいたり、ジャケットさえ

も着用しない自由でカジュアルな例会にとても感動したそうだ。こうした

世界のロータリーの組織の考え方や実情から比較すると、日本での日常的

な例会の姿は、非常に礼儀正しく思えたそうである。さらに委員会や勉強

会も確かに大事なロータリー活動ではあるのだが、そもそも日本と海外と

の「ボランティア」というものに対する根本的な考え方の違いを感じたそ

うである。「ボランティア」とは、助けることが本来の姿であり、宗教の

違いや歴史的な背景が沁み渡った精神性に基づく「発想」の違いが、結果

として日本と海外とのボランティアに対する「姿勢」の違いとして現れて

いるのではないか、との考え方を示された。こうした現実をしっかり受け

止めた上で、我々はいま一度ボランティアというものに対する視点を楽し

く語り合い、ボランティア活動に対する機運が盛り上がりをみせてくれた

らいいのではないかと思っている、との挨拶であった。  （報告者：安藤） 

http://images.rotary.org/netpub/server.np?find&catalog=catalog&template=detail.np&field=itemid&op=matches&value=3633&site=Rotary
http://images.rotary.org/netpub/server.np?find&catalog=catalog&template=detail.np&field=itemid&op=matches&value=3611&site=Rotary
http://images.rotary.org/netpub/server.np?find&catalog=catalog&template=detail.np&field=itemid&op=matches&value=3669&site=Rotary
http://images.rotary.org/netpub/server.np?find&catalog=catalog&template=detail.np&field=itemid&op=matches&value=3701&site=Rotary
http://images.rotary.org/netpub/server.np?find&catalog=catalog&template=detail.np&field=itemid&op=matches&value=6055&site=Rotary
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TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

 委員長事業計画発表⑦ 

 職業奉仕委員会 

  

 事業計画 

 
  ①年二回の職場訪問を計画する。 

   １．前期は８月頃に予定 

   ２．後期は４月頃に予定 

 

  ②職業奉仕事例発表  

   会員に職業、事業所、提供しているサービスなどの紹介を頂く。 

   また、青尐年との懇談会などの場を利用し、発表して頂く。    

職業奉仕委員会 

     菅原 俊 委員長 

 米山奨学会委員会 

  

 事業計画 

 
  ①米山奨学生を招いて卓話を開催することにより、会員各位に 

   米山奨学の理念をご理解いただき、より一層のご協力をお願 

   いする。 

 

  ②国際理解と親睦の為に、米山奨学生との交流カウンセリング 

   の充実を図ります。 米山奨学会委員会 

     中山 正巳 委員長 

  野球同好会から 

 
 野球同好会 下村会員 

  

野球同好会 下村 正 会員 
 

10月18日（土）に「第2820地区親善野球大会」が土浦市民球場で開催

されます。わがつくば学園ロータリークラブは昨年の大会で見事決勝戦

まで勝ち上がり、惜しくも決勝の「じゃんけん」で負けてしまいました

が、今年は昨年の雪辱を期して、優勝を狙って奮闘したいと思います。

みなさん、お忙しいとは思いますが練習もしておきたいと考えておりま

すので、ご参加、盛大な応援をどうぞよろしくお願いします。 

骨折して家に引きこもりの夏でした（本人） 
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TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

  幹事報告 

  

 理事会報告 

 

  10月2日   ガバナー公式訪問は12時にガバナーが来訪される。 

        クラブ協議会～懇親会となるので参加お願いする。 

        当日はつくば市長の表敬訪問を予定している。 

  10月15日 筑波大学の学長主催で国際交流パーティ 

  10月23日 つくばショッピングセンター（仮称）を職場訪問 

        大友会員（ダイワハウス）の取り計らいによりオー 

        プン前に特別見学が実現。移動例会扱いとなる。 

        いつもより早めの12時集合。 

 

  その他 

   ○薬物乱用防止キャンペーンの募金箱を例会中に各テーブル 

    に回すので、募金にご協力をお願いする。 

   〇今月中にロータリー基金の委員会を発足せさせる。 

   〇青尐年育成活動およびＡＥＤの配布・設置を検討する。 

齊藤 修一 幹事 

  奥様誕生祝い 

９月の奥様お誕生日 

       （９名） 
 
 ９月 ２日 安藤 直子様 

    ９日 青山 静代様 

   １４日 塚越 悦子様 

   １５日 冨田由美子様 

   １７日 布川 鈴子様 

   ２０日 本多 景子様 

   ２５日 綿引 勝枝様 

   ２７日 飯田満里子様 

   ２９日 東郷富起子様  

９月のご結婚記念日（２組） 

 
９月２６日 安藤 栄敏・直子様 

  ２６日 岡添 紘樹・紀子様 

  ご結婚祝い 
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 国際親善奨学生便り 

中山 正巳 様 

>> 

>> こんにちは。 

>> その後お怪我の具合はいかがですか。 

>> 

>> 例会に参加させていただいて以来、その後何も連絡をせず申し訳ありませんでした。  

>> １ヵ月以上の日本滞在もあっという間に過ぎてしまい、9月１日にオランダへまた戻ってきました。 

>> 例会は、最後の押せ押せ状態になってから報告の項番が来たので、こちらとしてもかなり焦りまし

た。 

>> 時間の関係か質疑等も全くなく（みなさんの反応が全くなく）、こちらとしても果たしてああいう発 

   表で良かったのか正直よくわかりません。 

>> 特にご指摘等もなかったので、そういうものかなと思っていますが。。。そういうことも含めて中山 

   さんがいらっしゃらなかったのは非常に残念でした。 

>> 

>> 9月以降は履修しなくてはならない授業もなく、ひたすら修士論文の研究に取り組みます。 

>> 読まなくてはならない論文も多く、現実の世界に戻ってきたなという感じです。 

>> ロータリーのアメリカ本部からも2年目前期分の奨学金を送金していただき、これであと半年は丌自由 

   なく勉強に打ち込めそうです。 

>> 

>> 再度、ご連絡が遅くなり申し訳ありませんでした。 

>> また連絡いたします。 

>> 

>> 浅井 真康 

おはよう 浅井君 

> 

> 久しぶりの日本を満喫しもうオランダにもどったのですね。 

> 私の怪我はまだ骨折部分が繋がっておらず、トホホです。 

> もう尐しのとこだと思いますので無理せず完治を目指します。 

> 

> 例会の時間設定がきつかった様で尐しがっかりだったようですね。 

> また、時間を作れる機会があったなら報告会を行ってください。 

> 私の知らないオランダ話を聞かせてください。 

> 

> ところで、浅井君も日本のゲリラ豪雨も味わったですね。 

> 私も生まれて53年。今までに経験のない豪雨でした。 

> 幸い近所の河川は被害が出ずに済んだのでホッとしております。 

> ここのところの異常気象には注意が必要です。 

> 

> オランダはすっかり秋のことと思いますが、風邪を引かぬよう注意されたし。 

> あと1年しっかり学業に頑張ってください。 

> また報告をお願いしますね。 

> 

> つくば学園ＲＣ 中山正巳 

当つくば学園ロータリークラブ 中山 正巳 米山奨学生委員長と 07-08年度オランダ ワ－ゲニンゲン大学へ

の奨学生である浅井 真康君との心温まる交流の様子がわかるメールでのやりとりの一部が寄稿されました。こ

の場をお借りして、会員の皆様にご紹介させていただきます。 



  ロータリー再発見  
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特集 

        

すべての人たちに安全な“水”を 
 

 日本では、水道の蛇口をひねると当たり前のようにきれいな水が出てきます。 

私たちは、安心して飲むことができる水を、トイレを流すのにも、お風呂にも使 

っています。昔から「湯水のごとく使う」といった言葉もあるように水はタダで 

、豊富にあるもの、などと思ったりしています。 

  

 近年、ペットボトルの水を買って飲むことも当たり前のようになってきました。 

水道の水はまずい、などとおっしゃる方もありますが、それはともかく、私たち 

は蛇口から流れ出る水を安心して飲むことができるのです。 

  

 しかし、世界の中には、水を手に入れるために、遠くまで歩いていかなければ 

ならない人たちもたくさんいるのです。また、近くに井戸や川があっても、ヒ素 

などの体に有害な物質が含まれていて、飲むと病気になってしまうこともあるの 

です。そういった所に住む人たちは、有害だとわかっていても、それしか水がな 

いので、その水を飲まなければならないのです。 

 

                 国際ロータリーでは、すべての人々が安全な水を手に入れられるよう「水」 

                を特に重点を置く活動の一つとして、世界中のロータリアンたちが、さまざま 

                な活動を展開しています。 

 

                 井戸のない、へき地の村に井戸を掘るための資金を提供したり、学校に簡易 

                水道を引いたり、また、雨水を溜める装置を贈ったりしています。 

                     

                 現地に行って、村の人たちと一緒に井戸掘 

                りの作業をするロータリアンもいます。 

                  井戸を掘っても、ヒ素などの有害物質が 

                混ざった水しか出てこない所では、そういっ 

                た物質を取り除くフィルターなどをつけた井 

                戸を提供しています。 

 

                蛇口をひねって水を飲むとき、思い出して下 

                さい。 

                世界中には、安心して、簡単に、水を飲むこ 

                とができない人がたくさんいることを。 

                 

              そして、そういった人たちのために、ロータリア 

              ンたちがさまざまな活動をしていることを。 

 

 

今回の「特集 ロータリー再発見」のコーナーでは、国際ロータリーが強調事頄として掲げている「水保全」に 

ついて、ロータリージャパンのＨＰより引用させていただきました。「日本の常識は、世界の非常識」と揶揄す

る言葉がありますが、我々が当たり前と思いがちな「水」について、世界には大変な苦労をしている人々がいる

ことがわかりました。上野会長の挨拶にあったように、「助ける」ということについて、どのようなアプローチ 

がいま必要とされているのか、我々ができることは何か、を見つめなおしてみようと感じました。 

 

 



 

Page 6 

2008-09 Vol. 09 TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

 薬物乱用防止の基礎知識    
特集 

■薬物乱用がもたらす社会的影響 

 
・薬物乱用がもたらす影響は個人にとどまらず、周囲の人や社会全体に害をもたらします。 

 薬物乱用は個人の問題だから、別にかまわないのでは．．．という人がいますが、 それはおろかな考

えというしかありません。薬物乱用ほど、周囲に深刻な影響を不えるものはほかにないからです。 

 代表的なひとつが暴力です。長い間、薬物を乱用していると、知覚障害・食欲減退・情緒障害、幻覚

や被害妄想が強くなり、家族に乱暴したり、常に凶器をもち歩くなどの異常行動がめだつようになりま

す。家族や周囲の人たちはそれらにふりまわされ、恐怖と苦痛の毎日を強いられることになります。 

 また、乱用薬物の密売価格は非常に高いため、一家の大黒柱である父親が仕事をやめ、家財道具を売

り払い、ばく大な借金に追い回されたあげく、家庭崩壊、生活破綻にまでいきついたり、未成年の子ど

もが家の金品を持ち出したりするなど、薬物乱用は経済的にも深刻な事態を招きます。 

 さらに、薬物乱用はさまざまな犯罪にもむすびついています。幻覚や妄想、フラッシュバック現象に

よってひきおこされる殺人、放火、監禁、傷害などの凶悪な事件や、薬代欲しさの窃盗などがあとをた

ちません。 

 このほか、乱用薬物が国際麻薬犯罪組織や日本の暴力団の資金源になるといった社会問題など、薬物

乱用による影響は広い範囲にわたり、さまざまな角度から市民生活をおびやかしています。 

 

財団法人 麻薬・覚せい剤乱用防止センターＨＰより 

■薬物乱用の弊害 

 
・強迫的使用 

 薬物をやめたいという気持ちがありながらも意のままにならず、薬物を頻繁に使用すること。 

 

・禁断症状 

 薬物を急激に中断したときに現れる心身の症状。類似の症状（退薬症状）は完全に薬物を中断しなく 

 ても、薬物の血液中の濃度が急激に下がった状態で現れる。 

 

・薬物探索行動 

 薬物を切らすまいとして、何とか手に入れようとして示す行動。 

 

・身体の障害 

 薬物の直接的作用によりひきおこされる体の各臓器にみられる二次的障害 

 

・精神の障害 

 薬物の直接的作用によってひきおこされる脳の二次的障害であり、中毒性精神病や、痴呆などが現れ 

 る。 
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 国連支援募金のご紹介    

「ダメ。ゼッタイ。」国連支援募金活動ご協力のお願い  

 
 ダメ。ゼッタイ。」国連支援募金運動は、1993年からスタートした「ダメ。ゼッタイ。」普及運動と呼

応して、薬物乱用を許さない、薬物乱用のない社会環境づくりのために実施されており、国連（国連薬物

犯罪事務所）を通じて、開発途上国の薬物乱用防止活動を行っているNGOのプロジェクトを援助している

ほか、国内の啓発事業にも役立っております。 

  

 皆さんの貴重な浄財は、すでに延べ405か国において、薬物乱用防止教育、代替作物のプロジェクト、

NGO組織の設立、指導者の養成、ストリートチルドレンの保護と援助等に活用されており、この運動は、

全世界的な薬物乱用防止活動の一つとして大変高く評価され、ますます活発に推進していくことが期待さ

れています。 

  

 薬物乱用は「ダメ。ゼッタイ。」を合言葉に、募金活動へのご協力をお願いいたします。 

 

振込先：郵便局  00140-8-612164 

      「ダメ。ゼッタイ。」国連支援募金 

      代表者 森  幸 男 

 
連絡先：〒105-0001 東京都港区虎ノ門2-7-9 第一岡名ビル2Ｆ 

     （財）麻薬・覚せい剤乱用防止センター 

     「ダメ。ゼッタイ。」国連支援募金事務局 

     電話：03-3581-7436/Ｆax：03-3581-7438 

財団法人 麻薬・覚せい剤乱用防止センターＨＰより 

特集 

      会場展望 
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      ９月第１例会会場から                

お食事報告 

TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

染谷・井田会員 真剣な表情の国府田会員 久々出席の柴原会員と石川会員 

ロータリー ソング 斉唱 

小城・田上会員 

開始時間前に集まり、ロビーでの談笑に華が咲く。楽しいひとときは例会での大切な一面とも言えます。 

服部さん、ご苦労様です。 サスペンダーが決まっている 

稲葉会員。 
開始前の打ち合わせ 会報を読んでる。感激！ 

磯山、本多、大友会員 下村・飯田・大里会員 大木・大野・増山弘会員 小堀・綿引会員 



会員数 出席数 欠席数 内無届欠席数 出席率 出席免除 

６２名  ４５名  １７名  ０名 ７３．７７％ ３名 
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 出席率報告       ９月４日（木） 

TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

 今週のニコニコＢＯＸ 

報告 

出席委員長  

浦里浩司 

本日の合計 ￥３０，０００－ 

本年度累計 ￥２７４，０００－ 

飯田 正行 
 妻の誕生祝いありがとうございました。先日デイズタウンのクラブの入口の 

 花を見たらしく『私は誕生日に花をもらった事がない』と言ってました。 

 今年は、花束を用意しまけらばいけないかな？ 

岡添 紘樹    
 大堀健二君をよろしくお願いします。ＪＣ卒業時から口説いていました。 

 結婚祝いありがとうございました。夏の一大イベントが終わりました。大波 

 の中、奮戦しましたが釣果はありませんでした。疲れた！！ 

小城 豊 
 岡添さん所有の、ありさ号のクルーとして大洗にて、茨城ビルフィッシュ（ 

 カジキマグロ）トーナメントに出場して参りました。２日にわたり、１２０ 

 本のカジキがキャッチされたそうです。我々の釣果は？・・来年頑張ります。 

柴原 浩 
 長期間休会しました。これからもよろしくお願いします。 

  妻の誕生祝いありがとうございました。 

綿引 信之 
 妻の誕生祝いありがとうございました。毎年ロータリーで誕生日を思い出し 

   ます。   

よろしい！ 

 「無届欠席数」 

  ゼロでした！ 



    

   ９月１８日（木）ガバナー補佐公式訪問（オークラフロンティアホテルつくば） 

             ◇第６分区ガバナー補佐   吉田光男様（阿見ＲＣ） 

             ◇ガバナー補佐セクレタリー 飯塚久之様（阿見ＲＣ） 

   ９月２５日（木）招待卓話      （オークラフロンティアホテルつくば） 

             ◇ＴＸつくば駅管理所長   小野寺政文氏 

  １０月 ２日（木）ガバナー公式訪問 国際ロータリー第2820地区 廣瀬昭雄ガバナー 

             ※各委員長・入会3年未満の会員は義務出席です。 

編集後記                    （クラブ会報委員：安藤） 

●先日、つくばシティロータリーの岡田会員とクラブ会報作りなどの苦労話を披露しあう機会が

あった。つくば地区内近隣クラブ同志ということで、相互に情報の交換や共有ができないものか

と話した。もしこういうことが実現できたら、お互いにたいへん有益なのではないかと思った。 

●今までなんとなく判ったつもりでいた「水」の問題。あらためて国際ロータリーが強調事頄に

掲げる「水保全」への取り組みが、とても有意義で重要な任務であることを認識させられた。と

同時に日本に生まれ育ったことの幸運をかみしめる思いがした。次回以降も、紙面に余裕がある

ときは引き続き「保健と飢餓救済」「識字率向上」の２つについても特集を継続していきたい。 

●私事① 先日、35年前に卒業した都内の中学校の６回目の同窓会に出席してきた。100人以上

が集まったその中には卒業以来会っていなかった友人もいたので名札と顔との合致をみるのにし

ばらく時間が掛った。しかしオマエが某医大の外科医？オマエは脚本家？おい、どうなってんだ

みんなスゲーな。やがて昔話で盛り上がり、当時の自分達にタイムスリップするのに大した時間

は要らなかった。女子はといえば齢50のオバサンとなっており、15才当時の恥じらいがちな若々

しい尐女の記憶映像と目の前でシワとシミの顔でガハハと笑っている今とを比較して、そのあま

りものギャップにはひどく落胆したが、ほどなく内心ホッとした。しょうがないよな、もうオバ

アチャンになった人もいる年齢なんだから。当然ながら当方もかなりの変貌を遂げており、とり

わけ私の場合はメタボ体型が昔の面影をきれいサッパリ消し去っていたようである。「カラダも

すごく大きくなったね、特にお腹」と言われ「バ～カそういうときは２回りくらい人間が大きく

なったね、と言うもんだろぉ」と切り返す。ん？ワイフでもない、クラブのお姉さんとでもない

ビミョーな気持ち、これって何だろう？当時男子一番人気だったあの子はどこだよ？オー、マイ

ガーッ！天地真理ばりの大変身に倒れそうになった。気を取り直してオレのあの子は？んーさす

が、まだまだイケルよな。それにしても先生は大して変ってないよな。50才になったって元中学

生達の話題といえば好きだった子や学校での思い出話ばかり。帰宅後わが子にもたくさんの友人

たちに囲まれて思い出あふれる楽しい学生生活を送ってもらいたいと願う一人の父親に戻った。 

●私事② 仕事で恒例の東北出張が始まり、今月は残り２週の例会へ出席ができなくなる。満を

持していよいよ岡本会報副委員長の出番となり、クラブ会報作りの激務をゆだねることになる。

きっと私とは違う視点やセンスで会報を作ってくれるはずなので大いにご期待を頂きたい。 

  

４つのテスト４つのテスト 

１．真実かどうか１．真実かどうか            

２．みんなに公平か２．みんなに公平か        

３．好意と友情を深めるか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４．みんなのためになるかどうか  

つくば学園ロータリークラブ 
〒305-0047  

茨城県つくば市千現２丁目１番６つくば研究支援センターＡ２８ 

電話 029-858-0100          FAX  029-858-0101 

Email:gakuenrc@46gama.com 

 ホームページもご覧下さい 

 http://www.46gama.com/ 

   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」  

           つくば市吾妻１丁目１３６４－１ 
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 プログラム 予告    9月 新世代のための月間 

友好クラブ 

京都山城ロータリークラブ 

（2650地区） 

TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 


