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2008-09 Vol.15 

2008/10/16 

 10月１６日（木） 米山月間にちなんで  

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、会場がアネックスに変更となりましたが、

『米山月間にちなんで』と題して、地区ライラ委員

（土浦ＲＣ）小倉史義様、２００８年度米山奨学生の

バルビーン ロクシャナ様をお客様にお迎えして開催

されました。 

 また、会員及び奥様誕生祝いの授与の後、高栁春

介新入会員の紹介が行われました。 

 バルビーン様の紹介に入る前に、小倉史義様より１

０月１０日から１２日に水海道「あすなろの里」で開

催されたライラセミナーへの参加に対し、感謝の御礼

がありました。 

 バルビーン様の卓話では、バングラデシュで現在も

残っている悪しき慣習を伝え、少しでも早くなくした

いとの強い思いと共に、日本にきて学んだことを流暢

な日本語で話されました。 

ロータリーソング斉唱 
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米山奨学会 

中山正巳委員長 

卓話内容（用紙抜粋） 

◇国旗の意味：緑がイスラム教を、赤い丸は独立に流された血を表しているとのこと。丸は風邪になびいても中央 

 に見えるように少し旗竿側に寄せてある。 

◇日本に来て驚いたこと：「いらっしゃいませ」と元気に声をかけられること。自動車が多いのに騒音が少ないこ  

 と。日本人は時間に正確なこと、母国に帰ってもこれは守りたい。 

◇ジョウトゥクの慣習：結婚の慣習の一つで、お婿さんがお嫁さんの実家に対して金品を請求するもの。貧しい農    

 家では、このことが大きな負担。これが満足に出来ないと嫁がいじめられ挙句の果てには死亡してしまうこと  

 もある。１９８０年に法律で禁止されるようになったが、実際には残っている。法律で厳しく罰すると共に、モ 

 ラル教育や相互理解教育を広めて誤った信仰を捨てさせなければならない、とのこと。 

◇しあわせと思うこと：初めての子供がここ日本で５月に生まれたこと。とてもよかった。 

土浦ＲＣ地区ライラ委員 

（米山奨学委員長兼任） 

小倉史義様 

２００８年米山奨学生 

バルビーン ロクシャナ 様 
 

プロフィール 

◇国籍  ： バングラデシュ人民共和国 

◇大学  ： 筑波大学システム情報工学研究科 

       社会システムマネジメント専攻 

       博士課程３年取得 

◇母国学歴： ダッカ大学卒業 

       ファイナンス専攻 学士号 取得 

       銀行業 修士号 取得 

◇職歴  ： 中央銀行勤務 （来日により休職中） 

◇家族  ： 今年５月に日本で始めての子供さんが   

       生まれ、来日中のご主人と育児と学業 

       励んでます。 

記念品の贈呈！！ 
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耳を傾けています。 

国旗の意味に納得！ 

情報を仕入れながら食事！ 

本日のお食事 

歓迎します！ 興味津々！ 

中山正巳米山奨学委員長 

本日のお客様紹介！ 

注目！ 

私が紹介者です。 

今日の料理はいかがですか。 

いつものツーショット！！ 

新入会員の紹介に聞き入る 

 

  

 新入会員紹介 

大和ハウス工業株式会社 

イーアスつくば総支配人 

高栁春介 新入会員 

紹介者 大友浩嗣会員 

上野会長よりＲＣ徽章授与 
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      第14回親善野球大会 報告 （10月18日）             

TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

宜しくお願いします！ 

ここから大逆転はあるのか？ 

ピッチャー伊勢、キャッチャー大野のバッテリー 

廣瀬ガバナーあいさつ 

メンバー表 

◆１０月１７日 ホテルマロウド筑波をにて前夜祭開催 

抽選により、第１シード土浦ＲＣ野球部の山で、牛久ＲＣ

イールズと対戦しました。メイン会場であるＡブロック（川

口公園野球場）ということで優勝への期待が高まりました。 

 

◆１０月１８日 最高の野球日和。 

綿引監督、下村主将をはじめ１０名の侍が集結。決戦に挑み

ました（下村さんと綿引さんが多いチームですね 笑）。 

開会式のあと、移動無しで第１試合開始。先行牛久イールズ 

でプレイボール。さて結果はいかに・・・。 

 

健闘むなしく、 

２１対０の大差で敗れてしまいました・・・・。 

急遽参加 高野さん 迷キャッチャー大野さん レフト 佐藤さん 

セカンド 塚原さん ライト 増山さん 代打 吉岡さん 

よーくボールを選んでいこう！ 



 

会員数 出席数 欠席数 内無届欠席数 出席免除 出席率 

６２名  ４２名 ２０名  ４名 ３名 ７２．５８％ 
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 出席率報告      １０月１６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 

残念！ 

無届欠席４名 

 

井田 充夫 
 パルビーンさん、卓話有難うございます。バングラディッシュの発展をお

祈りしております。 

大野 治夫  誕生祝ありがとうございます。４０代最後です！ 

小倉 史義 
（土浦ＲＣ） 

 本日は、例会にお招き頂きまして、誠にありがとうございます。米山奨学

よろしくお願いいたします。 

本日の合計 ￥８，２８１－ 

本年度累計 ￥４６４，２８１－ 

会員誕生祝い 奥様誕生祝い 

大野治夫会員 
４０代最後です！？ 

あら、遠近法がおかしいですね 

小城豊会員 
会長、身長伸びましたね！ 

 

１０月 ４名 

 

  ４日 大野 治夫会員 

  ９日 路川 淳一会員 

 ２３日 柴原 浩 会員 

 ３０日 田上 憲一会員  

１０月 ３名 

 

 １９日 小堀 静江様 

 ２１日 磯山 とし子様 

 ３０日 小城 由美様  



編集後記                    （クラブ会報委員：岡本） 

●バルビーン様のお話、大変勉強になりました。逆の立場の自分（奨学生で

バングラデシュで卓話をしたら何を話せるか）を想像してしまいました。日

本で子供が生まれたことを幸せなことだと語ってくれたことに、この日本と

いう国に対する誇りを感じました。自分の国を愛し、異国を心から愛するこ

とができるのでしょうか。一つ大きな課題が出来ました。 

●１０月１８日は参加された皆様お疲れ様でした。ガマーズではけが人もな

く終えることが出来たことは大変よかったと思います。自分はというと、結

局、筋肉痛は火曜日まで続き、情けないの一言でし

た。また、プレーでも力になることがなかったことが

残念でしょうがありません。この悔しい思いを是非来

年には解消したいと思います。最後のバッターにはな

らないよう少しずつ練習しておこうと思います。本当

に皆様お疲れ様でした。 

  

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  

 

 

 

 １１月 ６日（木）会長挨拶 ロータリー財団月間にちなんで 

 １１月１５日（土）移動例会 ロータリーの森創り 


