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It is the 23rd year since 1986

9月11日（木） 通常例会 報告
本日の例会は、龍ヶ崎中央ロータリークラブの川上勉様をお客様に迎え開催されました。
新世代月間にちなみ、つくば学園ローターアクトクラブ会長石塚美沙さんを招き、悩みながらも着実
に前進していることが伝わる活動報告が行われました。また、大木康毅新入会員の「９．１１におも
う」と題して卓話が行われました。

幹事報告
９月１８日 ガバナー補佐公式訪問について
１０月 ２日 ガバナー公式訪問について
１０月２９日 ３クラブ合同例会開催について
○上半期会費納入の件
齊藤修一 幹事

つくば学園ローターアクトクラブ活動報告
クラブターゲット

『縦横無尽

～君を連れて突き進もう～』

ﾒｲﾝﾀｰｹﾞｯﾄ『縦横無尽』は、どの方向にも限りがない、そして思う存分やり遂げ
る様を表し、ｻﾌﾞﾀｲﾄﾙ『君を連れて突き進もう』は、やるべきこと、楽しいこと
がまだまだたくさんあり、メンバー全員で突き進むと共に、茨城全部を巻き込
つくば学園ＲＡＣ会長
石塚 美沙 様

むような魅力的な活動をしていきたいという思いが込められています。

つくば学園RCの皆様のご協力に大変感謝しております。
・毎回例会に足を運んでくださること、
・相談を真摯に受け止めてくれること、
・例会にお邪魔したときは笑顔で受け止めてくれること、
本当に本当に感謝しています。
今まで以上によりよいＲＡＣとなるよう、ＲＣとの繋がりを
大切にしていきます。不慣れなメンバーばかりですが、これ
からもお力添えをよろしくお願いいたします。

運営方針

◆何よりも楽しく活動
◆社会奉仕活動をメインに
◆運営に力を入れる
◆ＯＢ・OGの方とのリンク
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飯田正行
新世代奉仕委員長
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新入会員卓話

TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I.

大木康毅会員
《9月11日におもう》と題して、新入会員大木康毅会員の卓
話が行われました。会場においては、過去に例のない音楽3
曲のリスニングでした。大木会員のテーマソングともいえる
以下の3曲に耳を傾けました。
１曲目 植木等
「スーダラ伝説」
２曲目 坂本九
「見上げてごらん夜の星を」
３曲目 秋川雅史 「千の風になって」

本来、卓話として皆さんの前でお話されたかった文面を頂戴しまし
た。ご本人のご希望もあり、全文を掲載させていただきます
（紙面の関係上、複数号に分けて掲載します）。
この度、ご縁がありましてつくば学園ロータリーの仲間に加えていただきましたこと、たいへん光栄にかつ嬉しく思っております。今回、新
人卓話で何か話をせよとのこと。つたない５４年の人生、人様の前でお話するようなことは何も無いのですが、義務は果たさなければなり
ません。生業の歯科医業について何か話そうかとも考えたのですが、皆さんはかかりつけの歯科医がいるわけですから歯の話はそちら
にお任せして、何か面白い話は無いかなと考えた末、入会してまだ２ヶ月ですが今一番感じていることについて話をさせていただきます。
ロ－タリーのことはまだ何も分かってない身なのですが…。
先週の会長挨拶で
「…アメリカのロータリ―クラブが２時間も、お酒を飲みながら、リラックスのなかに例会が開催されていた。日本のロータリークラブとは
雰囲気が違っていた…またボランテアも自然な感じで行われている…これらの違いは一神教のアメリカと多神教の日本との文化の違い
にあるのかも…云々。」とおっしゃっていました。日頃から仏教に興味のあるわたしはなるほどと思いました。海外旅行の折、異文化に触
れたとき、遺跡などは当然ですが、人々の生活の中に、街の匂いに、宗教が色濃くにじんでいるのに気づかされます。アメリカで生まれた
ロータリーです。その精神にはキリスト教が息づいているのは当然なのでしょう。世界に広がったロータリークラブは様々な国で、様々な
宗教感や信仰心をもった人々によって構成され運動が展開されているわけです。ロータリーで宗教を語るのはタブーとされているようで
すが、外国の人たちを理解しようと思ったら、相手が信じる宗教や信仰心についての知識がある程度はないと難しいのかなと考えます。
青年会議所（JC）運動に参加していたときのことですが（JCもアメリカが発祥地）JCIクリードの冒頭にWe believe：That faith in God
gives meaning and purpose to human life；（我々はかく信じる：信仰は人生に意義と目的を与え）とあり最後はand That service to humanity is the best work of life.（人類への奉仕が人生最善の仕事である）と結んでいます。このGod神に当時から違和感を覚えていました。
B.C５世紀の頃、仏教が釈迦によって、北インド地方で説かれ、６世紀頃、中国から朝鮮半島を経て日本にも伝わりました。また北のチ
ベットにも６世紀頃に伝わりました（ダライラマで有名なラマ教）。南方へも伝わってスリランカやタイは今でも熱心な仏教の国です。しか
し、同じ仏教でも一千数百年を経た現在では日本とチベットそしてスリランカ・タイではかなり違ったものとなっているようです。気候風土に
よって国民気質が創られるように宗教も気候風土にかなり影響をうけるのは同じのようです。ロータリーも何十年何百年後には国によっ
てはかなり独自色が出てきて、発祥地のアメリカのとはかなり違ったものとなっているかも知れません。 なんて考えてしまいました。
そこで神道と仏教について少し、
日本では民族宗教である神道が仏教伝来以前より在ったわけですが、仏教伝来後は神道と仏教は共存（神仏習合）してきました。しか
し、明治になって天皇制が復活すると、天皇を神格化するため仏教を排斥する必要があったらしく、多くの寺院や仏閣が破壊され弾圧を
受けました。(廃仏毀釈という) その後は（国家）神道が前面に出てきて、ついには神風特攻隊へと若者をいざなってしまった。神国日本
の野望は敗戦によってくもろくもずれ去ったのでした。戦後は戦勝国アメリカの意思で、憲法に
よって宗教の自由は保証されることになり、結果、教育の場で熱心に宗教を説くのはタブーに
なったようです。今の日本人が宗教について無関心で真剣に語らないのは、憲法の「宗教の自
由」が皮肉にもアダになっているからと考えてしまいます。しかし、宗教(神道、仏教)は意識しな
くとも目には見えねど、日本国民の心に、社会にしっかりと根強く生きていると実感致します。
以下次号
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国際親善奨学生便り その２
08-09年度奨学生の和田 龍太君から
近況報告が届きました。

奨学生全員と記念撮影
中央一番前が和田龍太君

下村正様 つくば学園RCの皆様
つくば学園の会報、拝読させて頂きました。私のメールを掲載して
頂き、本当にありがとうございます。留学生活の励みになります。
先程、LINK（国際親善奨学生の泊りがけ研修）でペンシルバニアに
行きました（ロータリアンの方が車で片道3時間かけて送迎ください
ました、本当に感謝です）。
研修では、奨学生としての心構えや義務、プレゼンテーションのコ
ツ等々、面白く、そして親切丁寧に教えていただきました。この研
修を通じて改めて、奨学生の責任をひしひしと感じました。と同時
に、プレゼンテーションの面白さにも惹かれました（米国のロータ
リアンの方たちのユーモアに洗脳されそうです・・・）。昨日研修
で撮影していただいた奨学生全員の集合写真を添付します。なんだ
か、一番前で私が偉そうにしているみたいで、気がひける写真です
が、集合写真はこれしかないので・・・（あの中で、私が一番控え
めだったと思います）。
また、ホワイトハウスの写真も添付いたします。ここからジョージ
ワシントン大学まで徒歩１０分（！）です。このような素晴らしい
場所で研究していると思うだけで、鳥肌が立ちます。ロータリー財
団のご期待に応えるためにも、そして来月の国際政治学会での学術
発表のためにも研究をがんばりたいと思います。また、留学中のプ
レゼンテーションの機会も楽しみにしています。それでは、またご
報告さしあげます。
和田龍太 拝

大学近くのホワイトハウス

ガバナー公式訪問に向けて再復習
ＲＩテーマ

「夢をかたちに」

強調事項

「水保全」「保健と飢餓救済」「識字率向上」

地区目標
国際ロータリー
第2820地区
2008-09年度

廣瀬昭雄ガバナー

①会員増強
②財団支援・年次寄付
③ＲＩ会長賞
④奉仕プロジェクト
⑤世界社会奉仕（ＷＣＳ）
⑥クラブリーダーシッププラン
⑦Ｇ．Ｓ．Ｅ
⑧ＩＭ
⑨世界大会
⑩米山奨学

１クラブ１名以上の純増
一人あたり１３０ドル以上の寄付
率先して挑戦しよう
１クラブ「１プロジェクト」の継続と完遂
プロジェクトの推進
推進
Ｄ１８８０地区（ドイツ）
職業奉仕（ロータリアンの職業宣言）
ロータリー財団（体験談・交換留学・ＧＳＥ等）
第１００回バーミンガム大会へ参加
一人あたり２万円以上の寄付

10月２日（木）の廣瀬ガバナー公式訪問までの間は、誌面の許す限り第2820地区の地区目標を掲載し、当クラブ
会員に向けて廣瀬ガバナーが地区目標として掲げる内容の周知を図りたいと思います。
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奥様誕生祝い

会員誕生祝い
９月会員誕生日（５名）
９月
５日
１４日
１４日
２５日
３０日

染谷
安藤
鯨井
岡本
伊勢

洪一会員
栄敏会員
規功会員
武志会員
一則会員

会場から

お客様
龍ヶ崎中央RC 川上勤様

そ

れ

ぞ

れ

驚きの展開に拍手喝采！

カメラ目線ください！

報告前に緊張？

に

情

報

交

換

今日のお食事は？

！

準備万端

それぞれに思いをはせて

それぞれに思いをはせて
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その２

談笑！

コミュニケーション！

今日の料理はいかがですか

お食事報告
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今週のニコニコＢＯＸ
安藤

栄敏

妻と私の誕生祝と結婚祝、９月はトリプルでいただきまして、ありがとうご
ざいました。１０月は野球とゴルフにお誘い頂きうれしく思っております。
どちらも戦力にはなりませんが、アタマ数と割り切って頂ければ、喜んで参
させていただきます。よろしくお願いします。

岡本

武志

誕生日のお祝いをありがとうございました。ここ２ヶ月で４つの試験を受ける
というハードな生活ですががんばります。

鯨井

規功

誕生日の記念品ありがとうございました。

齊藤

修一

９月１８日の例会に吉田ガバナー補佐が来訪されます。１２時１５分には
到着されますので、会員の皆様、早めの出席をお願いいたします。
“成功させよう！！ガバナー公式訪問”よろしくお願いします。

染谷

洪一

誕生日のプレゼントありがとうございます。

下村

正

ガンバレ！！ローターアクト

出席率報告

会員数
６２名

「無届欠席数」
ゼロでした！

ファイト石塚

本日の合計

￥２４，０００－

本年度累計

￥２９８，０００－

９月１１日（木）

出席数
４５名

欠席数
１７名

内無届欠席数
０名

出席免除

メイク

出席率

３名

１名

７７．４１％

報告

よろしい！

出席副委員長

鯨井規功
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プログラム 予告

9月 新世代のための月間

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）
◇筑波駅管理所長
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。

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

ホームページもご覧下さい
http://www.46gama.com/

例会日
例会場

編集後記
（クラブ会報委員：岡本）
●始めまして、会報副委員長岡本です。安藤委員長の会報が大変好評な中、
今回から３号にわたりバトンタッチということで、作成させていただきまし
た。まだまだ不慣れな点が多く、紙面の確保がなかなか難しく、又慣れない
作業の連続のため、読みづらい箇所があるかもしれませんが、お許しくださ
い。今後は更に読みやすく、楽しめる会報づくりを安藤委員長と共に進めて
いきますので、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。大木会員の卓話
文章につきましては紙面の都合で複数にまたがる形となりまして申し訳あり
ません。
●振り返ってみれば、私がロータリーに加入させていただいたのが１０月１
８日でしたから、早１年がたとうとしているわけであります。様々な行事に
参加してまいりましたが、今般の１０月２日のガバナー公式訪問という一大
イベントに初参加するにあたり、何か自分のものにできればと考えておりま
す。今後とも皆様のご指導をよろしくお願いいたします。

友好クラブ

木曜日 １２：３０～１３：３０
「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

（2650地区）

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

京都山城ロータリークラブ

FAX 029-858-0101

Email:gakuenrc@46gama.com
Page 6

