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2008-09 Vol.11 

2008/9/18 

 9月18日（木） 吉田ガバナー補佐公式訪問 

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. 

     
本日は、第６分区ガバナー補佐吉田光男様（阿見ＲＣ）が公式訪問

されました。第６分区ガバナー補佐セクレタリー飯塚久之氏、齊藤

功様（共に阿見ＲＣ）、海田恭敬様（土浦南ＲＣ）をお客様に迎え

て開催されました。吉田ガバナー補佐、飯塚ガバナー補佐セクレタ

リーのお二方は、８月２１日に就任挨拶いただいて以来の訪問とな

りました。 

吉田ガバナー補佐より、廣瀬ガバナーと共に各クラブを訪問して気

づいたこと、伝えていきたいことなどのお話をいただきました。 

また、９月１１日前後に社会問題となった、金融および食品問題に

ついて、増山、浦里両会員より近況報告がありました。 

吉田ガバナー補佐 

上野会長に続いて会場へ入場 
ロータリーソング斉唱 

第６分区ガバナー補佐 

吉田 光男様 （阿見RC） 

吉田ガバナー補佐挨拶（要旨抜粋） 

・廣瀬ガバナーと数ヶ所同行しましたが、少ない時間で訪問したクラ

ブの特徴をつかみ、溶け込まれる能力は大変素晴らしいものです。訪

問先で親交深まって時間超過することもありました。 

・各クラブを訪問して、それぞれのクラブの特性を知ることとなり、

自らのクラブでも見習わねばならないということも多くありました。

自分の所属するクラブメンバーに訪問した感想を伝えていきたい。 

・１１月２１日に第６分区の合同コンペを「阿見ゴルフクラブ」で予

定しています。阿見ＲＣあげて歓迎しますので、多くの方に参加いた

だきますよう心からお待ちいたしております。 



2008-09 Vol. 11 TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

   

Page 2 

 



 

2008-09 Vol. 11 TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

Page 3 

米国金融不安に対する考察 増山会員より 

『希望は失わず、必ず明日はくるし、明後日も来る』 

・米大手リーマンブラザーズ証券会社の破綻は大変驚かされ

た。まず、自分の会社は大丈夫かと心配したが、そもそも日本

国内での取引は多くなく、大きな影響はありませんでした。 

・さらに追い討ちをかけるように保険グループ大手のAIGも危
機を伝えられましたが、こちらは公的資金の融資が決定され、

最大の危機は乗り越えたと考えています。 

・そもそも日本では、住専問題に端を発した金融機関の破綻を

経験しています。当時の山一證券の倒産は今回の米国とよく似

ています。当時も公的資金の注入がカギとなっていました。 

・現在のところ鎮静化しているとはいえ、今後の動向に気をつ

けておくことが必要でしょう。（要旨抜粋） 

  直近の経済・社会情勢に対する考察 

事故米流通に対する考察  浦里会員より 

『食品に関する信頼回復が急務』 

・ミートホープ社をはじめとして、うなぎの産地偽装問題、

賞味期限や商品内容偽装といった一連の食品関連不祥事によ

り、食品に対する信頼感が失われ、本当に大丈夫かというで

疑いをかけられてしまっています。 

・食品にたずさわる者のモラルの見直しが必要です。分から

なければいいということではない。今回の事故米の例をみて

も、起こるべくして起こっていると考えられます。 

・今後はよりお客様の信頼を確保できるよう、誠実な対応が

求められますし、実践していくことが重要と考えます。 

（要旨抜粋） 
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 ローターアクト例会だより       例会場所  豊里公民館     

TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

    ローターアクト次回例会予告 

      １０月 ７日（火） つくば学園ＲＡＣ１０月第１例会（登録料1,000円、登録締切10月4日） 
                場所：豊里公民館 １階調理室 

                内容：おにぎり例会    

                   つくば山麓で育った新米を食しましょう。 

                   お米本来のおいしさを味わってみませんか。 

      １０月１０日（金） ライラセミナー                   

 

 
 開催日 ９月１６日（火） 
  

 出席者 石塚美沙、小林一政、金雅炯、野瀬祐太 （出席率８０％） 
  

 欠席者 竹木伸子 

 

 テーマ 「インターローター報告」 

 

 内 容 インターローターの報告 

     インターローターに含まれていたプログラムの説明や感想をプレゼン方式で報告 

 

 成功点 時間内に例会が終了したこと 

 

 反省点 プレゼンの出来が悪く進行が良くなかった 

 

 改善点 例会内容の準備を念入りにすること   

 

 ゲスト 提唱ＲＣ 塚原英夫様、皆葉真治様、飯田正行様 

     真壁ＲＣ 倉品絵里様、山崎雅伸様 

     下館ＲＣ 入江裕之様 

 

 ＲＣ総評 インターローター報告お疲れ様でした。 

      大会に出て交流をする事は自分のクラブに良い影響を与える。時間を作って行司に参加 

      していただきたい。 

      アクトへの考えが変わった、アクトを応援している。 

      本日はお疲れ様でした。 

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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TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

《９月１１日におもう （前号より続く）》 

 

あなたは信じますか？ 

「千の風になって」という歌が大ヒットしましたが、皆さんご存知でしょ

うか？私のお墓の前で泣かないで下さい そこに私はいません 眠ってな

んかいません 千の風に千の風になってあの大きな空を吹きわたっていま

す。・・・・・ 

この歌は、アメリカが発祥とされる詩「Do not stand at my grave and 
sweep」を、2001年9月11日のアメリカ同時多発テロ事件で父親を亡く
した11歳の少女が、1年後の追悼式で朗読して話題となり、デーブスペク
ターによって日本に紹介されました。2003年に新井満によって訳詩･作曲
され「千の風になってa thousand winds」として発表されました。その
後、多くの歌手によって歌われましたが、2006年のNHK紅白歌合戦で秋
川雅史が歌ってミリオンセラーとなった歌です。 

 

去年、義父のお通夜で秋川雅史の千の風になってを全員で聞きまし

た。その葬儀場でこの曲が流れるのは初めての事でした。義妹は外を歩

いているときに風が吹き渡り、頬に風が当たると父親を側に感じ面影が

よみがえると言います。家内に聞くと「私もお父さんがいると感じる

よ」と言います。亡くなってから千の風になれたら素晴らしいですね。 

 
何年か前、京都の東本願寺で研修したときの話です。教導がこんな話をしました。「みなさん京都旅行は楽しいですか？親し

い人たちと和気あいあいに名所旧跡を見学して、京都のおいしい懐石料理を頂いて・・・京都の銘菓や漬物をおみやげにして明

日帰るのですね。なぜ旅は楽しいのでしょう。みなさんわかりますか・・・それはですね・・・帰るところがあるからです。帰

りを待っていてくれる家族がいるからです。だから安心して旅を楽むことができるのです。実は人生も同じなのですよ。人生も

旅です。帰るところがあれば、待っていてくれる人がいれば安心ですし、楽しくもなれます。私達が帰るところが「ご浄土」で

す。そこは花が咲き乱れ蝶が舞い小鳥がさえずる、かぐわしき香りただよう光まばゆい極楽です。そしてそこには、先に逝った

親兄弟、友達があなたの来るのを待っていてくれるのです。また遭う事が出来るのです。帰るところのある皆さんは幸せです

よ！」わたしは、この話を信じています。 

 
【旅は道連れ世は情け】 

一人で旅をするのは、何かあったときのことを考えると不安なものだ。誰かが一緒なら不安な気持ちもなくなり楽しくなる。

また、世の中を渡るのもお互い思いやりを持って助け合うのが良いと言うこと。（ことわざ辞典）これってまさしくロータリー

クラブだと思うのですが･･･どうでしょう。 

 
最後に 

2001.9.11はアメリカにとっては絶対に忘れられない日です。アメリカばかりでなく全世界の人々にとっても衝撃の日となっ
ています。2973人もの命がうばわれました。ジャンボジェット機が貿易センタービルに吸い込まれ炎上し、噴煙と共に高層ビル
が崩れ去った。人々の逃げ惑う姿。このテレビで観た光景は、好きな映画のひとコマのように消えずに脳裏に今もある。あれか

ら7年、アフガニスタン・タリバーン、アル・カイダ攻撃につづくイラク侵攻。つい最近だけでも中国のチベットやウィグルの
暴動。ロシアのグルジア侵攻と北京オリンピックの合間のニュースをにぎわせていた。 

アル・カイダのオサマ・ビン・ラーデンは言い放った「これは宗教戦争なのだ」と。 

外国や他国の人々を理解するには必要最小限の正しい宗教の知識がないと難しいのかなと思った。 

「･･･ところで宗教は、日常生活の中で自分につきまとうさまざまなしがらみを、いったん捨て去って、大自然や仏、神の声

を聴こうとするものでもあるのです。これによって日頃忘れていた自己に気づき、自分を取り戻し、生きる勇気を与えられるも

のなのです。･･･」（加藤智見）まずは、ご先祖様のお墓のある菩提寺から調べてみてはどうでしょうか。お彼岸も近いことで

すし。住職さんは喜んで寺のいわれなどいろいろとためになるお話をしてくれると思います。きっとご先祖様が仏の尊い教へと

導いてくれるはずですから・・・。 

最後までお目通しありがとうございました。これもなにかのご縁があったから！ 

それでは・・・・・また。 

 新入会員卓話  大木康毅会員 続編 
9月11日に、新入会員大木康毅会員の卓話が行われました。会場では３曲の音楽をリスニングしました。 
本来、卓話として皆さんの前でお話されたかった文面（後半部分）を、前号に引き続き掲載します。 
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      会場から                

お食事報告 

TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

沈思黙考！ 

期待に胸ふくらませ 

準備万端！ 

 ま ず は 腹 ご し ら え ！ 

打ち合わせ中 

目線ありがとうございます 

開会前に談笑 厳しい情勢に・・・。 本日の株価は？ 

今後の動向は？ 

茨城は大丈夫か？ 

 お客様紹介 

第６分区ガバナー補佐セクレタリー 

飯塚 久之様 （阿見RC） 
阿見ロータリークラブ 

齊藤 功様 

土浦南ロータリークラブ 

海田 恭敬様 

開会前のひととき 注目！ 

注目！ パート２ 



会員数 出席数 欠席数 内無届欠席数 メイク 

６２名  ３６名  １２名  ４名 ２名 

出席免除 

３名 

出席率 

６６．１２％ 
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 出席率報告       ９月１8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 ￥１３，０００－ 

本年度累計 ￥３１１，０００－ 

残念！ 

４名無届欠席 

 

齊藤 修一 

 吉田ガバナー補佐、飯塚セクレタリー、本日は来訪ありがとうございます。ガ 

 バナー公式訪問まで、あと１４日となりました。どうぞよろしくご指導くださ 

 いますよう、お願い致します。“成功させよう！！ガバナー公式訪問” 

海田 恭敬 
 久しぶりにメイクさせて頂きました。上野さん会長職ご苦労様です。１年間おお 

 いにがんばってください。 



編集後記                    （クラブ会報委員：岡本） 

●激動の３連休でした。保険業界でもAIGが国の援助を受けるということに
なり、以前日本でも起きた業界再編が世界規模で行われるのかと心配しまし

た。他の金融機関は民間での自助努力を求めたことに対して、保険会社グ

ループについては公的資金を投入したことは興味深いことだと思います。今

後の動向に気をつけたいと思います。 

●先日、子供の運動会の応援に出かけました。台風一過の秋晴れとはならず

お昼前から雨がぱらつき、競技内容も短縮されましたが、おおトリを飾る紅

白対抗リレーは無事開催されました。そこに２人の子供が参加し、親として

は勇姿を納めようと一眼レフカメラで被写体を追ったのです。２人とも普段

では見せない表情そして息遣いを見ることができました。”何事にも前を向

いて一生懸命、たとえ負けても全力を尽くす”という意思がレンズを通して

伝わってきました。子供に教えてもらってはいけないと思いながら、忘れて

いた感情を今一度自分に言い聞かせました。 

  

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    10月 職業奉仕月間 

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. 

 

 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。 

 

 １０月 ９日（木）会長挨拶 職業奉仕月間にちなんで 

 

 １０月１６日（木）米山月間に因んで 

 

 １０月２３日（木）移動例会 職場訪問『iias（イーアス）つくば』 

 

 １０月２９日（水）移動例会 （昼）３クラブ合同ゴルフ（於筑波東急ゴルフクラブ） 

               （夜）３クラブ合同夜例会（オークラフロンティアつくば） 

          ※１０月３０日例会の振替  


