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 １１月６日（木） 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 
 いつの間にか北風が吹き、一段と寒さを感じるようになっ

た１１月度第一例会。移動例会が２週連続したため、久方ぶ

りにオークラフロンティアにて開催されました。 

 本日は第一例会のため、上野会長挨拶、齊藤幹事より理事

会報告が行われました。また、ロータリー財団月間にちなん

で、お客様として地区ロータリー財団委員長清水清氏をお招

きし、「ロータリー財団の将来への変革」と題して卓話をい

ただきました。１０月ニコニコ大賞の発表、さらには１１月

は行事が目白押しで、１５日移動例会、３０日のつくばマラ

ソンへの協賛等連絡事項がありました。 

 前回号にてRACの活動予定を報告していましたが、１１月
３日予定しておりました塗装例会は延期になり、１１月１６

日（日）開催に変更となりました。   

上野会長挨拶  （要旨抜粋） 

・本日の理事会で１２月のプログラムが決定しました。また、指名委員会も開催さ

れました。ガバナー公式訪問を終えると自分の役目はほぼ終わっってしまったかの

ような気持ちになってしまいます。 

・当クラブの基金の扱いについて、従来は災害支援金としていましたが、今回は

AED（自動対外式除細動器）を提供できないか検討しています。また、メンバーに
対してAEDを使うことができるよう研修を行なう予定です。 

幹事報告（理事会報告） 
◆地区より協力要請有「防虫かや」を寄付（２万円） 

◆１１／１５（土）移動例会 ロータリーの森創り      

 今年は『ちゃんちゃんやき』＋バーベーキュー 

◆１１／３０（日） 「つくばマラソン」 

 学園ＲＣとシティＲＣ合同で給水所を設営(３万円） 
   齊藤 修一幹事 本日のお客様 

地区ロータリー財団委員長 

（日立ＲＣ） 

清水 清 様 
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 卓話 ロータリー財団の将来への変革 

 連絡事項 
10月度ニコニコ大賞 東郷会員 

『結婚30周年に向けて』 
１１月１５日、３０日について連絡！！ 

 

◆ロータリーの森創り(１５日） 
「ちゃんちゃんやき＋バーベキュー」 

ちゃんちゃんやきは、ちゃんちゃんと

手軽に作れる意味や、父ちゃんが作る

ことからちゃんこ鍋と同じ理由でつい

たなど諸説あります。鮭を用いて旬の

野菜を手軽に炒めて食べる手軽な料理

です。お楽しみに！！ 

 

◆つくばマラソン協賛(３０日） 
 給水所設営準備にご協力を！ 

 ご協力いただける方は、朝９時３０分に 

              いちはら病院駐車場に集合してください。 

ロータリー財団 

中村義雄委員長 

地区ロータリー財団委員長 清水 清 様（日立ＲＣ） 
・今回の卓話は現在の１４ある財団プログラムについて

と、２０１３－１４年度から移行しようとしている新たな

新補助金制度について、触れてみたい。 

・現在の１４プログラムは実際のところ１／３程度しか活

用されていない。今後４つのプログラムは廃止になって１

０プログラムへ減っていく。 

・新補助金制度は世界のニーズに合わせることが重要。紛

争解決、疾病予防、水と衛生、教育と識字率向上、経済発

展、母子と健康といった項目を重要事項としています。 

・寄付のみに終始しないで資金を活用することも考えてい

ただきたい。財団の仕組を理解して活用いただければ、資

金と寄付の関係がわかります。奉仕活動に資金が必要で

す。両者の関係は両輪なのです。【要旨抜粋】 

小城親睦委員長 

下村社会奉仕委員長 



Page 3 

2008-09 Vol. 1７ 

 

TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

 国際親善奨学生だより その３     
 

◆07-08年度奨学生 浅井真康君より近況報告が届きました。 
 
教育機関    ： ワーゲニンゲン大学 オランダ 

プログラム   ： 環境学科･修士課程・森林自然保全プログラム 

ホストクラブ  ： Wageningen-Bergpoort/1560地区 

ホスト地区顧問： Roel Van de Weg氏 

 

1．はじめに 
オランダでの留学生活も2年目を迎えました。多くの方々の支えによってこうして勉強・

研究に取り組めていることを常に忘れず、あと1年間頑張りたいと思っています。 
 
2．学業プログラムについて 

ワーゲニンゲン大学の修士課程1年目では、計10教科の科目を履修しました。森林生態学から農業政策、有機農業論など幅広く勉強し

ました。オランダの授業では５名くらいの学生が集まって共同プロジェクトを行う“グループワーク”が非常に多く、10教科すべての科目にお

いて毎回違ったメンバーと様々なプロジェクトに取り組みました。世界中から学生が来ているため、取り組んでいる最中は文化や考え方の

違いからうまく進行しないことも多くストレスに感じることもありました。しかし、将来に役立つ非常に重要な経験ができたと思っています。 

 無事に全教科の単位を取ることができたため、2008年９月より修士論文の研究に取り組んでいます。Biological Farming Systemという研

究室で、Walter Rossing准教授の下、“オランダ北部の酪農地域における農業の多面的評価を考慮した農業政策の展開”というテーマで研

究を行っています。同プロジェクトには農学者だけではなく社会学者や経済学者も参加しており非常に学際的であると言えます。農学・環

境学分野においてはヨーロッパを代表する大学であることもあり、研究の多彩や経験値、情報量、他の研究機関とのコネクションの多さな

どを日々実感しています。 

 修士論文は2009年2月いっぱいで終了し、その後の４ヶ月間は大学外の研究機関でインターンをするつもりでいます。そして2009年7月

に修士課程を修了する予定です。 
 
3．ロータリー活動について 
ホストカウンセラーのRoel Van de Weg氏にはいつも大変お世話になっています。最低でも月に1度はお会いし、近況を報告しています。

またホストロータリークラブの例会だけにとどまらず、財団委員会の集まりや、クリスマス会、新年行事、地区大会等にも連れて行ってくだ

さいました。多くのロータリアンの方がとても気さくに話しかけてくださり、オランダの文化などについてもとても親切に教えてくださいます。

またオランダと日本との関係やワーゲニンゲンでの私の生活について話したプレゼンテーションも大変喜んでいただきました。インドからの

ＧＳＥが訪れた際にはロータリーの国際的なつながりの深さに感嘆しました。留学後もこのようなロータリーが持つ世界的なコネクションを

活かしていきたいと感じています。 

2008年10月18日にはオランダ全土にロータリー国際親善奨学生として留学している学生のオリエンテーションがあり、Van de Weg氏と

一緒に参加してきました。全部で１０人ほどの奨学生が参加しましたが、マルチイヤーとしてオランダ生活2年目を迎えるのは私だけだった

ので、オランダでの生活に関するショートスピーチを委員会の方から頼まれました。自分の話が新しい奨学生に少しは役立てたのではな

いかと思っています。オランダ2年目ということもあり、もう少しロータリーとの関わりを深められればと感じます。 

 

4．留学生活について  
ワーゲニンゲンは人口３万人ほどの小さな街ですが、150カ国以上の

国籍を持つ人が暮らしているそうです。留学生もヨーロッパにとどまら

ず、アフリカ、中南米、中東、東南アジアなど世界中からの学生が集

まっています。特に2008年の6月に履修した有機農業論の授業では、

オランダ、ノルウェー、フランス、ベルギー、ギリシャ、ボリビア、中国、

ネパール、インドネシア、フィリピン、マレーシア、パキスタン、エチオピ

ア、マリからの留学生とともにフランス北部の農場で２週間の研修を

受けました。朝から晩までずっと彼らと一緒に過ごし、何事にも代え難

い経験をすることができました。 

 

オランダ全土の学生が集まったオリエンテーション 
（2008年10月18日） 

 

フランスでの農場研修 （2008年6月） 世界へ羽ばたけ！！ 若き頭脳たちよ！ 
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      会場から                

お食事報告 会報委員を盗撮 

資料に目を通し準備ＯＫ！ 

安藤委員長歌う！ 

 会話も弾みます 

安藤委員長食べる！ 

すいませんちとぼけてます！ 

久しぶりの会報 緊張の面々 いただきます 

安藤委員長おひさです。

食欲の秋パート２！ 

食欲の秋パート１ 

ロータリーの友紹介 

くりがおいしいです！ 

結婚記念日 

 ３日 稲葉浩吉・美都様 

 ６日 鬼澤善則・文子様 

 ９日 木村真人・佳世様 

１８日 塚越俊祐・悦子様 

１９日 川崎庄一・憲子様 

２１日 小須田宏二・すみ江様 

２２日 青山大史・静代様 

２３日 鈴木敏雄・きよ様 

 お祝い   
会員誕生日 

  ５日 大里喜彦会員 

  ６日 増山 栄会員  

奥様誕生日 

  １日 川崎 憲子様 

  3日 鬼澤 文子様 

 11日 吉岡 鞠子様 

 14日 宮川 麗子様 

 17日 伊勢 良枝様 

 17日 齊藤 理恵様 10月誕生日 田上会員 

視力検査ではありません 



会員数 出席数 欠席数 内無届欠席数 メイク 

６２名  ４４名  １８名  ２名 ０名 

出席免除 

３名 

出席率 

７５．８０％ 
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 出席率報告       １１月６日（木） 

TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

 今週のニコニコＢＯＸ 

本日の合計 ￥５４，０００－ 

本年度累計 ￥５１８，２８１－ 

 

安藤 栄敏 

 盛岡、仙台の長期出張のあと、先週は束の間の休暇を取って南の島へバカンスをしに行ってき

ました。ギャンブル嫌いな私が、カジノへ行き、わずかばかりですが、儲けることができまし

た。ロータリーに参加したいのに、当社は人手不足で、まだしばらくは、私も現場に行かねばな

りません。 岡本副委員長、会報よろしく頼みますね！ 

稲葉 浩吉  結婚記念日の祝い品が届きました。ありがとうございました。 

高栁 春介  イーアスつくば、皆様のお蔭で、無事オープンすることが出来ました。ありがとうございます。 

中山 正巳 
 結婚記念日にプレゼント送付していただき、ありがとうございました。お蔭で忘れず、家庭

サービスが出来ました。 

染谷 洪一  パストガバナー清水清様 本日は財団プログラムについてのご指導有難うございました。 

木村 真人 
 結婚祝ありがとうございます。毎年ロータリー例会で思い出す前に、家内に 「ありがと

う！」 と言わなければなりませんね。 

川崎 庄一 
 妻の誕生祝と結婚記念日の御祝、ダブルでありがとうございました。また、父の葬儀に際しま

しては、皆様から多分なるご厚情を賜りまして、大変有難うございました。 

塚原 英夫 
 先日の3クラブゴルフコンペで思いがけず、準優勝してしまいました。調子は最悪でしたが、い
つものように運だけのゴルフが幸いしたようです。 

田上 憲一  誕生祝いありがとうございます。 

下村 正 

 地区野球大会が10月19日に土浦球場にて開催されました。前夜祭に綿引監督と参加、綿引監督
の強運のくじ引きで、強豪チームを避け、初戦は牛久ロータリークラブとなりました。ガマと河

童の対戦でしたが、『21対０』の歴史的な大敗でした。河童が強かったわけではなく、ガマの練
習不足です。申し訳ありません。 また、決勝戦は土浦ロータリーと牛久ロータリークラブの対

戦になりましたが、我がクラブとの死闘で疲れきったの河童の動きは鈍く、土浦ロータリークラ

ブが圧勝しました。おめでとうございます。子クラブの役目は果たしたと思います。又、忙しい

中参加してくれたクラブの仲間に感謝します。10月29日の3クラブ対抗ゴルフ大会では、昨年に続
き優勝することができました。ありがとうございます。野球に負けて落ち込んだり、選挙やゴル

フで喜んだり、刺激のあるロータリーを楽しんでいます。 



編集後記                    （クラブ会報委員：岡本） 

●久方ぶりに安藤会報委員長が参加されました。会報から解放されるかと思

いきや、しばらく継続でということでした。本人のたっての希望もあり、今

号には多数写真を掲載させていただきました。今回、会場において席替えが

ありましたので、「会場から」を作成する際に、新しい顔ぶれになっている

ことに新鮮さを感じました。紙面もなるべくマンネリ化しないよう努力して

まいりますので宜しくお願いいたします。 

●昨年始めて移動例会に参加したのがロータリーの森創りでした。大人数分

のちゃんこ鍋をつくったこと、まだ記憶に新しいです。そういえばあの時は

お相撲さん２人をのせてみらい平の相撲部屋まで乗せていきましたっけ。

チェイサーのパワーが足りないと感じたのは後にも先にもあの時だけでし

た。今年はちゃんちゃん焼きということで、金太郎寿司のマスターが腕によ

りをかけて準備されているそうですから楽しみですね！！ 

  

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    1１月 ロータリー財団月間 

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. 

  １１月１５日（土）移動例会 ロータリーの森創り（於豊里ゆかりの森） 

 

  １１月２０日（木）例  会 新入会員卓話  大堀健二会員 

 

  １１月２７日（木）例  会 つくば学園ロータリー基金について 

                石川英昭委員長 

 

   
  １２月 ４日（木）例  会 会長挨拶 
                年次総会（次年度役員及び理事発表） 

 

  １２月１１日（木）例  会 招待卓話  


