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2008-09 Vol.18 

2008/11/15、20 

 11月15日(土)、11月20日(木）合併号 

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. 

 毎年恒例、ロータリーの森創りが15日に開催されました。天候にも
恵まれ大盛況でありました。今回写真では食事会の様子だけとなって

しまいましたが、ゆりの苗の植樹も無事行われております。 

 11月２０日例会は、筑波記念病院形成外科 内田彰子先生をお招き
して、『ＡＥＤ(自動体外除細動器）について』ということで卓話をい
ただきました。これは、当クラブとして『ＡＥＤ』の寄付を行うこと

を検討していることもあり、その機能や使用方法などについて知識を

深めるために行われました。宮川会員からも、身近な体験から『ＡＥ

Ｄ』の必要性についての貴重なご意見をいただきました。 

 連絡事項として、１２月２５日クリスマス例会について、キャビア

を使用したコース料理メニューの紹介、そば同行会より１２月４日の

開催案内が行われました。 

幹事報告 
◆会員増強バッチ贈呈 

 【上野会長、岡添会員、飯田会員】 

◆１１/２７例会場所変更（ジュピター） 
 など     

 11月15日 ロータリーの森創り報告 

 11月20日 例会報告 

12/25クリスマス例会ご案内！ 
小城親睦委員長 

会員増強表彰、ピンバッチ授与 

岡添会員、飯田会員、上野会長 

そば同好会中村会長より 

12/4そば同好会開催案内午後6時30分より 
つくば市金田「いちい蕎麦」にて 
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 ロータリーの森創り（ちゃんちゃん焼きとバーベキュー） 
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TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

  ロータリーの森創りパートⅡ 
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  例会報告 『ＡＥＤとは』                

筑波記念病院 形成外科医師 

         内田 彰子 様 
・『ＡＥＤ』があれば蘇生率が高まる。１分でも早く処置

できれば生還率は格段に上昇する。心停止と心室細動は異

なる。心臓が正常な動きでなく痙攣を起こしたものが心室

細動。これを起こすと血液循環ポンプとしての役割が果た

せなくなるので、心室細動取り除く（除細動）を行わない

とならない。マッサージと人口呼吸も大事だが、電気

ショックによる除細動が効果的である、とのこと。 

・実際の『ＡＥＤ』を用いて、実践していただきました。

本当に小さく、それでいて機能は素晴らしいもので大変驚

かされました。写真にもあるとおり、上野会長自らが実験

台として実演を行ったのですが、正常な方には作動しない

ということが分かりました。また、使用方法は簡単で、ガ

イダンスに合わせて手順を進めていけば活用できるという

優れものでした。 

・宮川会員からも、『ＡＥＤ』は使い方を知ることはもち

ろんのことであるが、どこにあるか知っておくことがとて

も重要であるということを、実際に起きた事例を元に説明

いただきました。 

実演中！ガイダンスと正常な波動 

宮川会員（先生）より貴重な体験談 これは体に装着するパッドで、場所まで記載されています。 

皆 さ ん 、 真 剣 に 耳 を 傾 け て い ま す 。 

内田先生ありがとうございました。 
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  会場より               

いただきます！ 

食 事 中 で す ！ 

本人大誕生日（１０月２３日） 

柴原会員 

そば同好会設営ありがとうございます 

稲葉会員 
本日のお客様 

東京東江戸川ＲＣ 鈴木冨士雄様 

安藤委員長記念撮影 

皆 様 、 お 食 事 中 失 礼 し ま し た 

記念撮影！ お客様とともに 

杏 の 食 事 は い か が で し た か ？ 
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TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

 国際親善奨学生だより その4     
 

◆0８-0９年度奨学生 牧田英君より近況報告が届きました。 
 
つくば学園ロータリークラブ様 

 

ご無沙汰しております。 

 

連絡が遅くなり大変申し訳ありませんでした。ご迷惑、ご心配お掛けした事に関しまして深くお詫び申し上げ

ます。前回連絡頂いてから進展がありましたのでご報告致します。 

 

はじめに、９月中旬に受け取りましたＩＥＬＴＳの結果ですがモナシュ大学への要求スコアに到達できません

でした。その直後、大久保様のメール内容にもありますように、財団本部のコーディネーターへ以下の二点に

ついてご相談させて頂きました。 

 

①モナシュ大学への入学時期を半年(7月入学)遅らせることが可能か。 

②今年度入学（２月）が条件の下、ＩＥＬＴＳスコア（９月受取）で入学条件を満たした大学を代替教育機関

として認めていただけるか。 

 

コーディネーターからは②でなくてはならないという返答でした。 

理由として、私、08-09年度国際親善奨学生は08年07月から09年06月までに学業を始めなければならな

いからです。オーストラリアに進学予定の奨学生は02月（新学期）入学に合わせて準備をするということで

した。 

 

よって代替教育機関を再指定していただき、James Cook University（ＪＣＵ：ジェームスクック大学）と

the University of Adelaide（ＵＡ：アデレード大学）の２校（いずれもオーストラリアの大学）に出願をし

ました。前者（ＪＣＵ）からは無条件合格を頂きました。仮に進学する場合、修士課程が始まるまで（２月）

に準備する予定です。後者（ＵＡ）に関しましては、９月下旬に出願してから現在も合否結果は出ておりませ

ん。 

 

私の現時点での希望はアデレード大学に進学することです。結果が届き次第皆様にご報告致しますので、何卒

宜しくお願い申し上げます。 

 

また、正直ＵＡからの合否結果を受け取った後、ご報告したいと考えておりました思いました。 

私の勝手な判断で皆様には大変ご迷惑お掛けし、大変申し訳ありませんでした。 

 

最後になりますが、以上の内容を大久保弘行様と佐藤裕光様にもご報告致しました。 

 

2008-09年度国際親善奨学生 

 

牧田英 
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 出席報告   

TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

 今週のニコニコＢＯＸ 

 

 

◆出席人数 ４８名 

 会員      ２０名 

 ボーイスカウト ２４名（大人１３名、子供１１名） 

 その他      ４名（会員家族３名、事務局） 

塚越 俊介  １１月１８日の結婚記念日の花ありがとうございます。 

皆葉 真治 
 先日は、美味しい鮭、ジンギスカン、じゃが芋と、北海道気分を味わえました。あり

がとうございました。 

本日の合計 ￥８，０００－ 

本年度累計 ￥５２６，２８１－ 

 

会員数 出席数 欠席数 内無届欠席数 メイク 

６２名  ４６名  １６名  ４名 １名 

出席免除 

３名 

出席率 

７９．３６％ 



編集後記                    （クラブ会報委員：岡本） 

●１１月１５日移動例会は、会報委員長･副委員長ともに欠席ということで、

ご迷惑をおかけしてしまいました。小城親睦委員長には、会の中心役ながら

写真撮影をお願いし、大変申し訳ありませんでした。必ずこのご恩をお返し

できるよう頑張ります。今回の移動例会は参加できなかったことを残念に思

います。鮭のちゃんちゃん焼き、ジンギスカンともに大変美味しかったとの

声が多くあがっておりました。ゆりの苗植樹の写真はどなたかお持ちになら

れている方がいらっしゃいましたら、会報委員までご提供いただければと思

います。とにかく、今回の食事会においては金太郎寿司のマスターに感謝し

なければなりませんね。ありがとうございます。 

●２０日例会での『ＡＥＤ』の話、小学校のＰＴＡでも話題に上がっていま

した。避難場所である学校に常置すべきとの意見でした。使用方法の講習を

行っているところもありましたが、あんなにも簡単であるとは思いませんで

した。クラブとしての寄付を行うことは賛成です。 

  

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    1２月 家族月間 

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. 

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  

              つくば都市振興財団 鈴木宏理事長、大木喜子様、原雅子様 

              TIVONAの会会長  清水晃 様 

 

１２月１８日（木）休  会 定款第５条第１節により 

              （年末休会分を２５日クリスマスパーティー例会に振替） 

 

１２月２５日（木）移動例会 クリスマスパーティー例会 

              於オークラフロンティアつくば １９：００～２１：００ 

              本館３Ｆ 「ジュピター」 


